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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、環境基本条例及び第２次磐田市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 第２次磐田市環境基本計画の６つの基本方針「1.暮らしやすさが実感できる環境

をつくります、2.豊かな自然環境を守ります、3.自然・歴史文化とふれあう機会を

つくります、4.３Ｒの取組みや環境にやさしい消費行動を推進します、5.地球温暖

化対策に取り組みます、6.環境教育を推進します」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３０年 ７月 ３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 29 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時）  ３，３６０人 

    延べ床面積（平成 29 年度末）         ５３７，３３８．７７㎡ 

 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、磐南浄化センター） 

    職員数（平成 29 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時）  １，９２９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プラザが認証範囲でした。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、こども園へと拡大しました。平成 29 年度、３回目の更新審査では磐

南浄化センター等についても認証範囲へ拡大し、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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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】  H30.4.1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29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
情報政策課 情報政策課
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
市民課 市民課

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

自治市民部 地域づくり応援課 地域づくり応援課 ─ 岩田交流ｾﾝﾀｰ
【栄町自転車等駐車場】 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
御厨交流ｾﾝﾀｰ
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
豊浜交流ｾﾝﾀｰ
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

学習交流センター

スポーツ振興課 スポーツ振興課 豊岡総合ｾﾝﾀｰ
竜洋体育ｾﾝﾀｰ

【総合体育館外9施
設】
【磐田ｽﾎﾟｰﾂ交流の里ゆめ
りあ球技場外3施設】

【福田屋内ｽﾎﾟｰﾂｾﾝ
ﾀｰ外6施設】
【竜洋海洋ｾﾝﾀｰ体
育館外3施設】
【ｱﾐｭｰｽﾞ豊田外8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

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 子育て支援ｾﾝﾀｰ

発達支援室

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
青城こども園
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 渚の交流館
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 聖苑

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
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
児童青少年政策
室
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 29 年度は５％に相当する 1,259t-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 29

年度は 2.5％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 29 年度は５％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 29 年度は６％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。 

○エコアクション 21 環境目標の設定について 

エコアクション 21 の環境目標は「磐田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を基

に、平成 30 年度までの目標値を設定しています。平成 30 年度、「磐田市地球温暖化対策実

行計画（事務事業編）」を改定し、平成 31 年度からの新たな環境目標を掲げ取り組んでま

いります。 
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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 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

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。 
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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５％削減   （単位：t-CO ） 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 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 22,091.2 21.3% ×

ガソリン 381.9 380.3 374.8 350.7 335.4 325.7 -14.7% ○

灯油　 1,406.4 1,565.9 1,427.0 1,498.1 1,398.0 1,502.0 6.8% ×

軽油 255.1 248.1 220.0 195.5 189.8 187.2 -26.6% ○

Ａ重油 3,301.2 2,755.9 2,538.7 2,558.3 2,678.5 2,544.0 -22.9% ○

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 819.6 688.0 745.4 661.8 664.7 696.5 -15.0% ○

天然ガス 0.6 0.6 0.5 0.6 -100.0% ○

都市ガス 837.3 870.6 864.3 851.5 905.5 945.7 12.9% ×

全体排出量 25,209.6 25,311.3 24,613.7 27,561.3 28,194.9 28,292.3 12.2% ×

*端数処理の関係で総数と内訳の計が一致しない場合もあります 

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 H29年度 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 18,326.7 0.7% ×

ガソリン 381.9 380.3 374.8 350.7 335.4 325.7 -14.7% ○

灯油　 1,406.4 1,565.9 1,427.0 1,498.1 1,398.0 1,502.0 6.8% ×

軽油 255.1 248.1 220.0 195.5 189.7 187.2 -26.6% ○

Ａ重油 3,301.2 2,755.9 2,538.7 2,266.3 2,367.3 2,428.5 -26.4% ○

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 819.6 688.0 745.4 661.8 664.6 696.3 -15.0% ○

天然ガス 0.6 0.6 0.5 0.6 -100.0% ○

都市ガス 837.3 870.6 864.3 851.5 905.5 945.7 12.9% ×

全体排出量 25,209.6 25,311.3 24,613.7 23,472.9 24,080.0 24,412.1 -3.2% ×

*端数処理の関係で総数と内訳の計が一致しない場合もあります

※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 H29年度 H24年度比

41,399,120 42,515,393 42,647,028 21.3%

34,070,048 35,172,785 35,379,649 0.7%

都市ガス使用量( ) 375,468 390,420 387,580 381,850 406,033 424,077 12.9%

106,354 106,800 111,897 -15.0%

106,329 106,777 111,876 -15.0%

灯油使用量( ) 564,804 628,856 573,077 601,661 561,445 603,224 6.8%

944,014 988,389 938,753 -22.9%

836,282 873,560 896,137 -26.4%

混合油等使用量( ) 30,924 35,951 23,714 19,301 16,216 15,966 -48.4%

ガソリン使用量( ) 162,361 157,458 155,699 146,358 141,103 137,133 -15.5%

軽油使用量( ) 69,027 66,706 67,415 61,298 60,801 59,847 -13.3%

119,753

1,218,172 1,016,955 936,773

電気使用量(kWh)
（浄化センター抜き）

LPガス使用量( )
（浄化センター抜き）

Ａ重油使用量( )
（浄化センター抜き）

35,149,304 36,296,877 35,604,586

131,690 110,538
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〈結果と考察〉 

   市役所の全施設における CO 排出量は、平成 27 年 4 月 1 日に静岡県から移管された磐

南浄化センターを含めると、平成 24 年度比 12.3％増加しました。また、磐南浄化センタ

ーを除いた CO 排出量についても、平成 24 年度比 3.1％減少しましたが、削減目標の５％

は達成できませんでした。 

平成 29 年度は、夏場の気温が基準年度の平成 24 年度と比較して高く、空調機器の稼動

時間が増えたことが、電気使用量及び灯油・都市ガス使用量増加の主な要因と考えられま

す。 

〈今後の対応〉 

  各施設における適切な室温の管理と、CO 排出量削減の取り組みを継続するため、｢いわ

たエコ通信｣等で引き続き啓発します。 

廃棄物排出量          対 H24 年度比 2.5％削減      （単位：kg） 

廃棄物 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H24年度比 達成

可燃ごみ 124,903.2 129,432.0 142,097.0 129,979.5 127,478.6 114,489.3 -8.3% ○

給食残飯 77,334.4 68,383.3 64,001.8 51,535.0 57,336.5 56,976.3 -26.3% ○

古紙 41,110.2 40,560.9 40,807.7 41,871.2 45,035.8 33,100.5 -19.5% ○

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ屑 5,994.7 5,451.5 4,430.5 4,758.6 4,719.1 4,675.9 -22.0% ○

機密文書 24,516.4 22,862.6 25,044.2 25,211.0 29,260.2 34,041.4 38.9% ×

容器包装プラ 12,837.5 12,424.6 8,946.0 7,265.3 7,349.0 5,865.8 -54.3% ○

空き缶 1,461.4 2,041.8 1,200.8 1,105.1 1,072.7 1,079.0 -26.2% ○

空きびん 519.7 743.5 419.9 429.4 334.1 -100.0% ○

ペットボトル 1,071.2 1,140.3 906.7 865.7 759.8 826.8 -22.8% ○

金物・小型電化製品 6,951.0 5,987.4 5,199.4 8,205.3 6,302.7 5,492.2 -21.0% ○

電池・蛍光灯 581.4 744.0 498.5 595.5 869.6 716.4 23.2% ×

プラスチックごみ

ガラス・ビン・陶器類
17,273.9 17,872.8 6,322.2 2,431.2 2,030.1 3,942.2 -77.2% ○

合計 314,555.0 307,644.7 299,874.7 274,252.8 282,548.2 261,205.6 -17.0% ○

*端数処理の関係で総数と内訳の計が一致しない場合もあります

〈結果と考察〉 

廃棄物排出量の合計は、平成 24 年度比 17.0％減少し、削減目標 2.5％を達成できまし

た。 

〈今後の対応〉 

廃棄物排出量の削減とともに、廃棄物の適正な排出方法についても啓発していきます。

また、古紙など資源とすることができる廃棄物の取り扱いについて検討していきます。 
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(2) 水使用量               対 H24 年度比５％削減    （単位： ） 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H24年度比 達成

上水道 704,156 611,642 556,059 559,663 558,912 540,795 -23.2% ○

地下水 502,812 506,982 353,742 539,958 590,689 458,986 -8.7% ○

合計 1,206,968 1,118,624 909,801 1,099,621 1,149,601 999,781 -17.2% ○

〈結果と考察〉 

      上水道の使用量は、平成 24 年度比 23.2 ％減少し、地下水の使用量は、8.7 ％減少し

ました。全体では 17.2 ％減少し、削減目標５％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とともに、施設管理者へ漏水の防止や早期発見の

呼びかけを継続していきます。 

(3) コピー用紙の購入量             対 H24 年度比６％削減  （単位：枚） 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H24年度比 達成

Ａ４ 23,052,000 22,527,038 22,275,876 22,226,880 26,051,762 24,361,710 5.7% ×

Ａ３ 1,220,300 1,473,500 1,459,356 1,140,000 1,987,500 1,392,000 14.1% ×

Ｂ５ 1,197,750 1,412,000 1,087,500 952,000 1,080,000 1,101,500 -8.0% ○

Ｂ４ 1,990,000 1,846,000 1,645,500 1,570,500 1,825,000 1,691,000 -15.0% ○

合計（A4換算） 29,375,913 29,302,038 28,478,463 27,576,630 33,574,262 30,508,335 3.9% ×

〈結果と考察〉 

コピー用紙の購入量は、平成 24 年度比 3.9％増加し、削減目標６％は達成できません

でした。 

〈今後の対応〉 

平成 28 年度からは 9.1％削減できましたが、平成 24 年度と比較し、3.9％増加してい

ます。改めて、各部署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－Ｕ

Ｐ印刷の推進を図り、コピー用紙の削減に努めます。 
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(4) グリーン購入率（％）                   100％達成 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H24年度比

グリーン購入率 91.3% 92.9% 95.4% 94.6% 95.8% 95.3% +4.0%

〈結果と考察〉 

グリーン購入率は、平成 24 年度比４％の改善が図られました。グリーン購入できなか

った主な品目は「納入印刷物」です。理由は、改ざん防止の紙や医療用の紙などで適した

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、引き続き｢いわたエ

コ通信｣等でグリーン購入を啓発します。 

(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

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

H29年度 14.5 19.3 21.3 26.8 27.4 23.7 18.6 12.8 6.7 5.3 5.6 11.7

対H24年度 0.5 0.8 -0.3 1.4 0.3 -1.2 -0.7 0.3 0.0 0.2 -0.3 0.1

対H28年度 -1.5 -0.3 -0.9 1.4 0.1 -1.2 -1.7 -1.0 -2.7 -0.7 -1.1 2.8

〈考察〉 

平成 24 年度と比較すると、７月の気温が 1.4℃高くなっています。冷房による電気使

用量・灯油・都市ガス使用量の増加の主な原因と思われます。 

15



５． 環境活動取組目標の状況と評価（平成 29 年 4 月～平成 30 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。 

【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

して処分する 

使える紙、書類袋は再利用する 

例規審査委員会でのタブレッ

ト端末使用により印刷紙の購

入が約 31,500 枚削減できた 

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 

タブレット端末利

用による印刷紙の

削減 

例規審査委員会でタブレット端末

を使用し紙の節減をする 

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

および昼休みの消灯に取り組

んだ 

全庁におけるノー

残業デーの推進 

ノー残業デー実施を強化し、時間外

勤務による電気使用量の削減を図

る 

全庁における 76日以上のノー

残業デーの達成率は 73.5％

で、昨年度比 2.4％増加し、電

気使用量が削減された 

印刷用紙使用量の

削減 

両面印刷、裏面再利用の徹底を引き

続き図り、用紙使用量を削減する 

試し刷り等には裏面の再利用を徹

底する 

両面印刷、裏面再利用の利用を

呼び掛け、用紙使用量を削減し

た 
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情報政策課 

取組項目 取組内容 結果 

総合内部事務シス

テムの着実な推進 

総合内部事務システムを効率的に

運用し、電子決裁の推進、紙の使用

量削減を図る 

ペーパーレス推進のためタブ

レット端末を試行導入した 

電気使用量の削減 始業前、昼休み、終業後の消灯の実

施

自席のパソコンは昼休みに必ず電

源を切る

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す

る

天候等に応じて執務室のエアコン

設定温度を調整する 

天候に応じて執務室のエアコ

ンのスイッチをオフした

始業前、昼休み、終業後の消灯

を実施した 

市民課 

印鑑登録申請書の変

更 

印鑑登録申請書の様式を統合するこ

とによって用紙の削減を図る。且つ、

窓口での記入欄の減少により、市民サ

ービスの向上、事務の効率化が期待で

きる 

申請用紙の統一化により用紙の

削減ができた 

また、記入箇所の減少により市

民サービスが向上し、職員によ

る窓口での記入説明の時間短縮

など事務の効率化につながった 

窓口職員の受付対応

能力の向上 

窓口での証明発行にあたり、住民票の

「世帯の一部」から「世帯全員」への

差し替え、戸籍の「抄本」から「謄本」

への差し替え等を減らすために、窓口

職員の共通理解を図る 

これにより市民サービスの向上、事務

の効率化が期待できる 

職員の知識の向上と情報の共有

化により、市民サービスの向上

が図られ事務の効率化につなが

った 
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危機管理課 

取組項目 取組内容 結果 

いわたホッとライ

ンの登録促進

来庁者や、防災に関する会議の出席

者に対して、いわたホッとラインの

登録を呼びかける

ホッとラインの登録者が増えるこ

とによって、適切な避難行動をする

市民が増えると期待できる

災害による被害を減らし、職員が被

害対応のために使用する紙、電気、

ガソリン等の削減に繋げる 

会議等で登録を呼びかけた結

果、いわたホッとラインの登録

者数は 28 年度末に比べ、約

1,320 名増となった 

台風や大雨時には、いわたホッ

とラインを通じて、災害に備え

るよう事前周知を行ったり、避

難情報等を発表したりした 

市民に適切な避難行動を呼び

かけたことで、29 年度に職員

が被害対応した事案は少なく、

資源の利用を抑え、エコ活動に

繋げることができた 

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 250 件＋委託 50 件

＝300 件を予定】 

建設工事 210 件、建設業関連業

務委託 85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

課員がデータを共有する 

両面コピーを徹底する 

紙の裏面を活用する 

審査委員会資料でタブレットを活

用する 

ペーパーレス推進のため、審査

委員会にタブレットを使用し

会議のペーパーレスを図った 

電気使用量の削減 朝夕や昼休みなど執務時間以外の

消灯を徹底する 

パソコンは、こまめに電源をＯｆｆ

にする 

朝夕、昼休みの消灯を徹底し電

気量の削減を推進した 
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【支所】 

 福田支所 

取組項目 取組内容 結果 

来庁者を待たせない

受付窓口体制 

ミニ研修やマニュアルの整備等を実

施し、グループ員全員が、担当業務以

外で窓口対応できる業務を 1 つ以上

増やす 

申請書類等が、一目でわかる書棚の整

理と表示変更を行なう 

使用頻度に応じた書棚の整理と

表示の変更により書類を探す手

間の削減ができるとともに誰に

もわかりやすい表示となった 

紙使用料の削減 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 

裏紙使用、両面印刷、Ｎアップ

機能を利用し、紙使用量の削減

を図った 

 竜洋支所 

地域との協働により

美化活動を実施する 

磐田市環境美化の日に併せて、地域と

協働で一斉草刈りを実施するととも

に、地域で刈り取った草等を一カ所に

集積し、市で処分する 

竜洋地区すべての自治会が参加

し、６月及び９月に一斉草刈を

実施した。各地区で刈り取った

草は、駒場地内に集積所を設け、

道路河川課の協力により市にお

いて処分を行った。 

６月（18,660kg）９月（23,800kg）

ポスター・パンフレ

ット配架棚の整理 

ポスターやパンフレット棚に配架す

るチラシを煩雑にならないよう整理

する 

支所１階フロア各所に配置され

ていた棚を一カ所に集約し、棚

を「国・県関係」、「市関係」、「他

団体関係」のジャンルに区分け

し、見やすく手に取りやすい配

置に努め市民サービスの向上を

図った 
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豊田支所 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量の削減 就業前、昼休み、使用していない箇

所の消灯 

時間外勤務時の部分消灯 

長時間離席時のパソコン電源 OFF 

キャノピースイッチの有効活用 

デマンドを活用した冷暖房の運転

監視 

電灯の LED 化 

電気使用量 

平成 28 年度 238,888ｋWh 

平成 29 年度 283,960ｋWh 

部分消灯の実施等取り組んだが

45,072ｋWh の増となった 

燃料使用量の削減 エコドライブの徹底と軽自動車の

利用   

ノーカーデー取り組みの強化 

燃料使用量(公用車)  

平成 28 年度 908 リットル 

平成 29 年度 1,200 リットル 

軽自動車利用の促進にとりくん

だが、292 リットルの増となった 

紙使用量の削減 裏紙の活用、両面印刷の促進 紙使用量 

平成 28 年度 125,000 枚 

平成 29 年度 150,000 枚 

裏紙利用、両面印刷の促進に取り

組んだが、25,000 枚の増 

地域イベントでの３

Ｒ（発生抑制、再使

用、再生利用）活動

及び啓発 

豊田ふれあいフェスタでの３Ｒ活

動の促進 

平成 29年 9月 24日開催の豊田ふ

れあいフェスタで、ごみのブース

を設け分別処分の啓発を行った。

また、フェスタ終了後に清掃活動

を実施した。 
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豊岡支所 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量の削減 休憩室、トイレ等で使用時以外は消

灯する 

自然光を利用できる所の電灯は間

引く 

パソコンのディスプレイの明るさ

を落とす 

節電に努めた結果、電気使用量

を削減することができた 

電気使用量 

28 年度 100,771kwh 

29 年度 100,194kwh 

紙使用量の削減 裏紙利用や両面コピーを推進する 

資料や回覧物などは電子化する 

用紙購入量 

コピー用紙のリサイクルを徹底

したことで紙の購入量を削減す

ることができた 

28 年度 75,000 枚 

29 年度 43,500 枚 

古紙リサイクルの徹

底 

古紙の分別を徹底し、リサイクルに

まわす 

古紙の分別を徹底したことによ

り資源ごみとなる古紙の排出量

が増えた 

28 年度 163kg、29 年度 217kg 

窓口受付の業務効率

の改善 

多種類の受付業務を複数人が単独

で処理できるようにすることによ

り、窓口での待ち時間を短縮させる

複数人で受付業務を処理できる

ようになったことにより、窓口で

の待ち時間を短縮できた 

また業務を相互に補完できるた

め職員が休暇を取りやすくなり

パソコン等の電気使用量を削減

することにもつながった 
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【企画部】 

秘書政策課 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量の削減 始業前、昼休みの消灯を積極的に行

う 

勤務時間外の電気使用量の削減を

図る 

始業前、昼休みの消灯に努め、電

気使用量の削減を図った 

廃棄物の削減 印刷用紙の裏面再利用、両面印刷、

Ｎアップ機能の利用により用紙使

用量を削減する 

自分で持込みしたゴミは、持ち帰る

印刷用紙の裏面再利用、両面印

刷、Ｎアップ機能利用に努め、用

紙利用量の削減を図った 

業務改善の推進 １グループ１改善制度の目標に業

務の効率化の推進を設定し時間外

労働の削減を図る 

業務の効率化に努め、時間外労働

の削減を図った 

広報広聴・シティプロモーション課 

広報誌などによる環

境啓発 

毎月発行している広報誌などに環

境活動の取り組みの記事を掲載し、

市民などへ啓発を行う 

広報紙 5月号（緑のカーテン）、7

月号（可燃ごみ削減）、10月号（食

品ロス削減、雑紙リサイクル）等

の記事を掲載した。 

電気使用量の削減 朝礼開始前や昼休みの時間帯の部

分消灯に加え、業務後に行っている

会議の時間短縮を図るなどして、照

明を使用する時間を削減する 

朝礼開始前や昼休みの部分消灯

を行ったほか、スタンディングで

会議を行ったことで会議時間短

縮につながり、照明使用時間を削

減できた 
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財政課 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量の削減 空調機の設定温度の適正化 

就業前・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 

空調機設定温度の見直しを

行った 

時間毎に消灯を行った 

離席時には画面を閉じるよ

う心掛けた 

廃棄物の削減 Ｎアップ印刷、両面印刷及び裏紙使用の

徹底 

持ち込んだごみは自宅へ持ち帰るよう

にする 

印刷物は裏紙を使うように

し、出来るだけ２-ＵＰを使

用し、業務以外で出たごみは

持ち帰るようにした 

公用車の洗車代の削

減 

各課の職員に洗車依頼し洗車代の削減

をする 

各課分担で洗車を実施した 

公用車の点検を行う 公用車の点検を実施することにより、修

繕箇所の発見ができ早めの修繕をする

ことで経費の削減ができる 

１月に２回公用車の点検を

実施した 

市税課 

電気使用量の削減 自席のパソコンは、席を外す際はスリー

プ状態にし、30 分以上席を外す際は電源

を切る 

・エレベーターを極力利用しない 

・昼休みは 12時 20 分からの消灯を徹底

する 

・始業前や時間外勤務を行う際は業務に

支障のない範囲で消灯する 

運搬作業以外でのエレベー

ター使用は無く、業務に支障

のない範囲で消灯を実施し

た 

紙使用量の削減 コピー枚数を減らす

回覧文書や会議資料など裏紙を使用でき

る文書は積極的に使用する

カラーコピーは原則使用しない

Ｎアップ印刷を行う

総合内部事務システム等を活用し、紙媒

体での起案・供覧を削減し電子決裁等で

の対応を図る

紙使用の削減に取り組み、 

Ａ４用紙は用紙発注数とし

て前年度に比べ 85,000 枚減

した 

市税の口座振替の推

進 

家屋調査での案内並びに納税義務者へ

の口座振替申込み用紙の送付(納税通知

書へ同封)を通して市税の口座振替を推

進する 

家屋調査の際に口座振替の

案内を徹底した 

口座振替申込み用紙を納税

通知書へ同封し、納税者へ広

く案内することができた
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収納課 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量の削減 昼休み時間帯に窓口以外の消灯を徹底

する 

窓口側を除き、昼休み時間帯

に室内の消灯を徹底した 

督促状発送数の削減 現年分の納期限内納付の促進、早期滞納

処分で督促状の発送数を削減する 

納期限内納付の促進、早期滞

納処分等の取組により、督促

状発送数が前年度比 95.1％、

一斉催告書発送数が前年度

比 93.8％に削減した 

【自治市民部】 

地域づくり応援課 

環境に配慮した照明

器具への更新 

道路照明灯のＬＥＤ化を促進し、市内

317 灯の照明灯をすべてＬＥＤ化する

（H26～H29 完了予定） 

平成29年度ＬＥＤ化83灯実

施し、市内全道路照明灯 317

灯のＬＥＤ化完了 

（Ｈ26：20灯 Ｈ27：7灯 Ｈ

28：205 灯 Ｈ29：85 灯） 

高齢者の自立の促進 交流センター講座を通じて、高齢者の交

通安全や防犯、健康づくり等を普及する

23 交流センターで高齢者を

対象とした講座を実施 

1,047 講座実施し、60 歳以上

の男女 8,393 人が参加した 

スポーツ振興課 

新規施設、改修施設

の照明のＬＥＤ化を

図る 

更新時期を迎える既設施設の照明の適

正設置とＬＥＤ化を図る 

新規施設の照明をＬＥＤで設置する 

照明器具のＬＥＤ化に繋が

る更新は発生しなかったが、

新設した卓球場・アーチェリ

ー場の設置の照明器具はす

べてＬＥＤ照明とした 

トナー使用量の削減 印刷、コピーをする際にプリンター、コ

ピー機のトナー節約機能を利用し使用

量を抑える 

執務室内のプリンタ、コピー

機のトナー節約機能を有効

に設定した 

しかし、トナーの購入量の削

減にはつながらなかった 

H28 年 6 本、H29 年 11 本 
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文化振興課 

取組項目 取組内容 結果 

グリーンカーテンの

実施 

文化振興課事務所窓側全面にグリーン

カーテンを設置する 

施設管理受託業者と協力し

て、グリーンカーテンを実施

した 

エコアクション 21

の啓発 

「いわたエコ通信」を掲示して啓発する「いわたエコ通信」を掲示し

て、エコアクションの啓発に

努めた 

チラシ・ポスターの

整理整頓 

チラシの市内、市外の区分及び類似ポス

ターの掲示統一化 

チラシの統一化を図り環境

美化に努めた 

竜洋なぎの木会館 

グリーンカーテンの

実施 

竜洋図書館と協力して、グリーンカーテ

ンを実施する 

竜洋図書館と協力して、グリ

ーンカーテンを行った 

照明、誘導灯などの

LED 化 

故障したものから、順次、LED に取り替

える 

電球等の取替えにより、

1500W、消費電力が減少した 

施設の予約を電算化 紙の使用許可申請書から、電算システム

による施設予約に切り替える（平成 30

年 1 月から） 

許可書を印刷して申請者に

渡すため、電算化による紙使

用量の削減にはつながらな

かったが、予約状況をシステ

ムで確認できるようになり、

利用者の利便性は向上した 

 福田中央交流センター 

電気使用量の削減 施設利用者への節電の呼びかけ

クールシェア・ウォームシェアの実施 

福田図書館の取組みと併せ

てクールシェア・ウォームシ

ェアを実施し、施設利用者へ

も節電の呼びかけを行い電

気使用量の削減に努めた

交流センター活動の

活性化 

交流センター講座やイベントの情報発

信 

交流センターだよりを発行

し、イベントや講座の紹介を

行い交流センター活動の活

性化に繋げた 
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【健康福祉部】 

国保年金課 

取組項目 取組内容 結果 

ジェネリック医薬品

普及促進の実施によ

り医療費適正化の推

進（継続） 

ジェネリック医薬品の差額通知を発送

することにより、医療費削減の意識を高

め、レセプト点検を進めることで適正な

医療費給付環境を整えられることが期

待できる 

ジェネリック医薬品の差額

通知を前年度は年２回発送

していたが、今年度より年３

回発送することにしたこと

で、前年より持続可能な医療

保険制度の環境を整える体

制が充実した 

後期高齢者医療保険

料の口座振替を推進

（新規） 

後期高齢者医療保険料の口座振替を進

めることにより、被保険者の金融機関等

に出向く手間を省き、かつ、納め忘れを

減らすことで適正な保険料納付環境を

整えられることが期待できる 

後期高齢者医療に該当した

方へ被保険者証を郵送する

時に口座振替依頼書を同封

したり、転入者等に窓口で口

座振替の案内をしたりして、

適正な保険料納付環境の仕

組みづくりを整える体制が

充実した 

福祉課 

総合事業等の実施に

よる効果的な介護保

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 

持続可能となるような仕組

みづくりを推進 

認知症施策の推進 認知症の早期発見、早期受診を推進する

ため、認知症初期集中支援チームを設置

する 

認知症初期集中支援チーム

設置に向けた各種体制を整

備 

平成 30 年度から本格運用開

始 

電気使用量の削減 ノー残業デー実施による電気使用量の

節減、就業前および昼休み消灯の徹底 

毎週水・金曜日をノー残業デ

ーとして定め、18 時までに退

庁し、電気使用量の削減に努

めた 

紙使用量の削減 両面コピーの徹底、使用済用紙の裏面利

用 

両面コピー、使用済用紙の裏

面利用を徹底した 

A4 再生紙使用量 

H29 年度 1,150,000 枚 

H28 年度 1,200,000 枚 
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健康増進課 

取組項目 取組内容 結果 

子育て世代に、ＴＶ

やＤＶＤの視聴時間

を減らし、親子遊び

をとおして触れあい

タイム、本の読み聞

かせ等の時間を作る

ことを啓発する 

乳幼児健診・教室・訪問相談時に助言し

ていく 

 (ブックスタート・親子触れあい遊び

での勧奨など) 

乳幼児健診・教室・訪問相談

時に助言していく 

平成 29 年度実績 

・ブックスタート(離乳食講

習会)36 回 

・親子触れあい遊び(２歳児

教室)53 回 

いきいき百歳体操の

普及により、介護予

防を推進する 

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）H29 年度末 

 50 か所×約 15 人＝750人 

（平成 28年度末 41 か所） 

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した結果H30年２

月末時点で 74か所、1,200 人

であり目標を達成した 

【こども部】 

子育て支援課 

子育て世帯に対して 

・携帯・スマホの適切

な使用の啓発 

・食事中はテレビを消

すことを推奨 

・地域行事への積極的

な参加の推進 

こども憲章の周知を図ることで、子ど

もたちの健やかな成長の後押しをする

とともに、電気使用量の削減が期待で

きる 

カレンダーの作成、配布等に

よりこども憲章の周知を図

ることで、取組項目の啓発、

推進ができた 

課内業務について 

・コピー用紙使用量及

び購入量の削減 

通知書の枚数や、通知回数を削減でき

る方法について検討し、実践する 

コピー用紙購入量の削減が

できた 

 H28 387,500 枚 

 H29 320,500 枚 

（A４換算） 
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幼稚園保育園課 

取組項目 取組内容 結果 

オフィスにおける環

境への取組 

電気使用量の削減 

朝礼前、昼休みは、消灯する 

エレベーターは、原則使用しない 

クールビズ（サマーカジュアル）の実

施 

夏場はポット使用を控える 

昼休みなどできる範囲での

消灯、エレベーターの使用禁

止、クールビズや夏場のポッ

ト使用禁止など、職員がこま

めに意識することで電気量

の削減をすることができた 

園など施設面への取

り組み 

省エネ・環境教育の実

施 

ミストシャワーによる保育室の冷却 

園庭の芝生化による保育環境の整備 

ミストシャワーの継続使用

を行い保育室の冷却ができ

た 

こども園１園、保育園１園で

園庭芝生化を実施し、保育環

境を整備した 

【幼稚園】 

磐田北幼稚園 

園舎周りの美化活動 

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などで排出された

ゴミについて細かく分別する 

各学級のゴミの分別を細か

く行い、教育活動の中で当番

活動として園内、園舎周りを

掃除、整理整頓をすることが

できた 

また、業務時間の中で、職員

で園舎周りの草取り、落ち葉

拾いなどを毎日行うことで、

園舎の美化につながった 

整理整頓 教育活動の中で子供と一緒に園舎の

石、枝、ゴミ拾いを行う機会を作る 

整理整頓、机上に物を置かな

いことを徹底して行うこと

ができた 
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磐田南幼稚園 

取組項目 取組内容 結果 

整理整頓を心掛ける ・使った物は必ず元あったところに戻

す 

・保育室のスペース確保 → 安全性 

・教材室の『見える化』 → 教材を

探す時間の短縮・ある物を使用する 

・不要な物を処分する 

 → 教材室のスペース確保 

・経費の削減 

教材室の片付けをし、見える

化にしたことや使った物を

その都度決められた場所に

片付けをするようになった

ことで、必要以上に教材を購

入することがなくなった 

また教材室にできた空きス

ペースに保育室の物を移動

させたことで、保育室のスペ

ースが広がった 

向笠幼稚園 

明るくすっきりした

園内環境 

幼稚園内の花を、職員室、トイレ、玄

関、保育室等に飾る 

職員室、教材室、雑庫を整理整頓し、

導線確保と仕事時間の短縮をする 

花を飾ることで、子どもの目

にも触れ、季節の花に興味・

関心をもち、飾る・整える＝

環境をきれいにするという

意識を持つことができた 

誰もが一目でわかる表示を

することで、書類等を探す時

間の短縮＝仕事時間の短縮

につながった 

 長野幼稚園 

園内及び園周辺の美

化活動

職員と子どもたちで、園及び周辺の草

取りやゴミ、枝、石拾い等の美化活動

を行う

ゴミの分別を行う

週２回職員と園児で、園庭の

草取りや石拾い等の美化活

動を行った

また、月一回職員と年長児

が、地域の交流センター周辺

の清掃活動を行うことで、地

域の環境美化に努めた

美化活動を通して、自分たち

が暮らしている地域を、自分

たちの手で美しく大切にす

る気持ちが育った

ゴミの分別は、保育室のゴミ

箱に分別し易いよう表示す

ることで、子どもたちの意識

が高まった 
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岩田幼稚園 

取組項目 取組内容 結果 

紙資源の削減 80％ 

こども達と共に環境

美化活動（毎日清掃）

印刷をした文書の処理を考えて、1 枚

を回覧する 

回覧した 1 枚を園保管にして、印刷の

枚数を削減する 

裏紙利用をする（配布枚数を減らす） 

画用紙の切れ端を遊びの中で利用し紙

の削減をする 

昼休みに園庭の草取りを園児と毎日行

うことで、身の回りを進んできれいに

するという美化意識を育てる 

印刷した文書を１枚回覧す

ることで年間の印刷量が、以

前にくらべて削減できた 

こどもたちと一緒に草取り

をするなかで、園庭がきれい

になった 

毎日行うことで子ども達の

身の回りをきれいにするこ

との大切さを育てることが

できた 

田原幼稚園 

紙使用量の削減 配布する手紙は、両面印刷をしたり、

要件をまとめたりして最少枚数を印刷

する

裏紙を利用する 

・参観会の案内の手紙はクラ

ス便りと両面刷りにしたこ

とで、年間５回×60 枚＝300

枚減らす事ができた 

印刷は用件をまとめて１枚

にしたり、裏紙を使うように

したりした 

ごみの量の削減 昨年に引き続き、職員も子供もゴミの

分別をし、紙類は古紙回収に出す

（紙袋を各部屋に用意する）

昨年からの紙袋に端紙を入

れ分別する事は子ども達に

も身についてきている 

グリーンカーテン つるが伸び、葉が広がることで日よけ

になり涼しさが感じられることを子ど

も達に知らせ実感がもてるようにする

グリーンカーテンは朝顔の

発育が悪くあまり広がらな

かったが子ども達が種とり

を喜んでやっていた

野菜の栽培 地域の方の畑を借り、栽培指導を受け

ながらサツマイモやジャガイモの収穫

を楽しみにする

地域の方の指導をいただき

ながら、野菜の苗植え、収穫、

調理を保育に取り入れ、楽し

むことができた
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東部幼稚園 

取組項目 取組内容 結果 

ゴミの削減 裏紙を利用する 

・画用紙の切れ端は、遊びの再利用に

活用してゴミを減らす 

・資源になる紙や雑紙などは、資源回

収に出す 

・可燃ゴミ袋を出した昨年度の月平均

が 32 袋だったので、毎月 30 袋以内

を目標にする 

全職員でゴミ削減対策を共

通理解し、取り組んだことで

月平均が 21 袋となり、毎月

30 袋以内の目標を達成でき

た 

今後も、ゴミの削減を意識し

た取り組みを継続していき

たい 

整理整頓を心掛けた

資源の有効活用 

教材使用後は元の場所に片付けをしな

がら整理整頓を行ったり、購入する前

に現在ある物を確認したりして再利用

する 

教材使用後は、元の場所に整

理整頓しながら片付けをし、

現在ある資源を有効活用す

ることで教材を必要以上に

購入することが無くなった 

磐田中部幼稚園 

資源回収でリサイク

ル 

アルミ缶回収の強化 

資源（新聞紙・ダンボール・アルミ缶）

を回収する 

換金率の高いアルミ缶回収の強化 

週 1回強化日を設定 

園便りの日程表に回収のお知らせを表

示 

門の前に回収箱を設置 

子ども達の意識を高める 

リサイクルに関する紙芝居を読む 

資源回収 

年間回収額 16,360 円 

空き缶回収額 9,950 円 

空き缶回収額は全体の 60％

を占めた 

月曜日の朝、ボックスを設置

するだけで、保護者や子ども

の意識が高まり、リサイクル

の啓発にもつながった 

磐田西幼稚園 

紙類の資源化・資源回

収率のアップ 

資源化できる紙は分別し、資源回収に

出す

各クラスに紙ごみ入れを設置し、子ど

も達のリサイクルやゴミの分別に対す

る意識を高めていく

資源回収率が前年度より

２％アップした

年長児の多くが、ごみの分別

について意識できるように

なっている 

31



福田中幼稚園 

取組項目 取組内容 結果 

リサイクル意識の向

上 

（可燃ごみの削減、ア

ルミ缶、牛乳パックリ

サイクル） 

・絵本や紙芝居等を利用して、子ども

たちにリサイクルの過程を伝えて意

識付けをしていく。 

・各クラスに資源回収用の入れ物やリ

サイクルの目安(大きさの指定)を提

示し分別する。 

・可燃ごみは前年比５％（－８ｋｇ）

削減出来るようにする 

・毎週月曜日は、アルミ缶、牛乳パッ

クの回収日とする 

ゴミの分別や紙のリサイク

ルは、昨年からの取り組みで

子供達の意識も高くなり、リ

サイクル率も上がった 

アルミ缶・牛乳パックの回収

は日を決めてボックスを用

意し、目で見て意識出来て良

かった 

閉園に伴う片付け等で3月の

ごみの量が増え、前年比５％

削減は達成出来なかったが、

２月までは前年より削減す

る事が出来た 

竜洋幼稚園 

子ども達にゴミの分

別の意識をもたせ、で

きるところは実践す

る

子ども達に「燃えるゴミ」「燃えないゴ

ミ」「使えるもの」を知らせ、分別の意

識をもたせていく

すぐ捨ててしまうのではなく、再利用

できるものは分けておく 

子ども達から「これは何ゴミ

なの？」と意識する言葉が聞

かれるようになった

身の回りのものを大

切にする

広告やトイレットペーパーの芯等を使

った遊びや製作を積極的に取り入れる 

広告紙を切って折り紙にし

たり、トイレットペーパーの

芯を廃材遊びに利用したり

した 
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豊田南幼稚園 

取組項目 取組内容 結果 

節水

節電 

・水道使用時の声掛け（無駄使い、使

用時間）

・電気、エアコン、扇風機等をこまめ

に消す

・職員全体の気使い声掛けにより意識

を高める

・子どもたちへの意識を高める（絵本、

紙芝居）を読む

水、電気使用について職員が

常に意識を持ち、互いに声掛

けをしている姿が子ども達

に伝わった（子ども同士の会

話の中からも気遣う声が聞

かれた）

園全体の意識の高まりを感

じることができた

・夏季を除く期間の水道使用

量を削減できた

・水漏れ、不良に気付いた時、

パッキンの取替えやバルブ

締め、電球の取替え等をす

ぐに実施し、ロスが減った

豊田北部幼稚園 

紙類のリサイクル意

識を身につけていく 

職員室で使用する紙やクラスで使用す

る折り紙、画用紙などの紙類を袋など

にまとめ、資源回収に出す

クラス内に回収袋を設置し、園児にも

ゴミリサイクルの意識付けをしていく 

職員同士声を掛け合い、紙類

をリサイクルする量が昨年

度よりも増えた

園児にも、製作時などに大切

に使用するよう呼びかける

とともに、回収袋に入れてリ

サイクルするように知らせ

てきた

園児に定着させていくには

もう少し時間がかかる

今後も取り組んでいきたい 
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豊田東幼稚園 

取組項目 取組内容 結果 

ゴミの削減 紙の再利用 

・裏紙利用をしたり、ちらしや広告等

子どもの教材に生かしたりして、ゴ

ミを削減する 

積極的な裏紙利用や子ども

の教材利用をし、職員のゴミ

の削減や廃材活用の意識は

高まっている 

園児へごみ分別意識 保育室におけるごみの分別 

・ごみ収集の仕方の変更により、保育

室にも燃えるごみ、プラ容器ごみの

二つを用意する 

・ごみ箱に絵表示や文字表示し、子ど

も達にも『ごみを分別して捨てる』

と意識をもたせていく 

昨年度 11 月よりごみの捨て

方を子どもに指導してきた

今後も引き続き『ごみを分別

して捨てる』意識がもてる指

導が必要だと感じる 

豊岡南幼稚園 

アルミ缶回収量増加

に向けて

（資源の再利用と、収

益金で絵本の購入）

・月１回のアルミ缶回収強化日前には、

保護者にメールで知らせる

子どもたちにも降園時に知らせる

・アルミ缶はつぶして回収袋に入れる

ことを徹底し、増量する

・回収量を、園便りで知らせ、意識が

高まるようにする

・年度末には、通知書に収入金額、絵

本購入冊数とともに、御礼文を載せ

る 

・メール配信をしたことで、

多くの子が回収日に協力し

てくれた

・１年間で 4,978 円の収益を

得たため、絵本購入ができ

た

・アルミ缶をつぶして回収す

るように知らせたことで、

バス登園の子も参加できた
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【保育園】 

磐田北保育園 

取組項目 取組内容 結果 

電気のムダ使いを見

直す

・昨年度より 20％削減

を目指そう 

・エアコンの設定温度

を決める（28℃） 

・戸外へ出る際、必ず

室内の電気、扇風

機、エアコンは消す

エアコンの設定温度を守る

・グリーンカーテンの利用

・テラス側のミストの活用

電気、扇風機、エアコンの消し忘れに

気をつける

・職員間で声をかけ合う

グリーンカーテンやミストの

活用により、夏にテラスで活

動しやすくなった

室内やトイレの温度も下がり

過ごしやすくなった

職員間で声を掛け合い、電気、

エアコンの消し忘れがなく

なってきた

環境整備と安全

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

また、花や野菜などの

植物を植え、自然を利

用して過ごす

環境整備と安全点検（継続していく）

・環境整備…草取りを時間を決めて行

う

・園庭のゴミ拾い、石拾い

・植物を植えて自然を利用する

定期的に石やゴミ拾いをし

て、より安全に園庭で活動で

きるようになった

二之宮保育園 

・資源回収を有効活用

し、ごみを減らす 

（子ども達と一緒に

ごみの分別をする） 

トイレットペーパーの芯、おやつの箱

などの紙類は、資源としてクラスごと

紙袋に入れて集める 

画用紙の小さい端や、型抜きした物で

も子どもの製作に使用し、有効に使う 

子どもと一緒にごみを分別するため、

保育室のごみ箱に分かりやすく表示を

する 

裏紙を有効的に活用し、紙使用量を減

らす 

使っていない電気をこまめ

に消し、節電に努めた 

電気使用量は昨年よりも約

900kWh 増えてしまったが、職

員に意識づけする良い機会

になった 

子どもが分別しやすいよう、

ごみ箱に分かりやすく表示

をしたところ、年長児は燃え

るごみ、燃えないごみ、資源

ごみを分別できるようにな

った 

電気を大切に使う 使っていない部屋の電気をこまめに消

し、節電する 
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竜洋西保育園 

取組項目 取組内容 結果 

エコ意識の向上～子

どもと一緒に、ゴミの

分別～ 

〇エコ意識の向上 

・4、5歳児の保育室へ資源ゴミ箱設置

・資源回収へ出せる雑紙の共通理解 

子ども達に資源を大切にする気持ち

を育てよう 

・子ども達に雑紙、可燃ゴミへの分別

を教え、ゴミの分別の大切さを知ら

せよう 

4、5 歳児の保育室へ資源ごみ

箱を設置したことで子ども

達が保育士と一緒にごみの

分別に取り組むことができ

た 

子ども達自身での分別は難

しいが、保育士にごみの分別

を聞きに来るようになり、ご

みの分別を意識する姿がみ

られた 

可燃ごみを少し削減できた 

（前年度から 46.15kg の減）

竜洋東保育園 

防潮堤ドングリプロ

ジェクト 

〇防潮堤へドングリを植えよう 

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

には防潮堤への植樹を目指す 

・ドングリ拾いから栽培まで（３歳児）

・ドングリの苗栽培（４歳児）発芽～ 

今年度も、ドングリ拾いから

栽培まで継続して行うこと

ができた 

海への園外保育、津波タワー

見学などで意識が高まり、平

成30年 12月の植樹へ期待が

高まっている 

情報の５S活動 〇情報の整理整頓…捨てる決断効率 

ＵＰ経費削減 

・ＰＣデータ・・・フォルダ作成によ

り見やすくわかりやすくする 

・文書ファイル・・・ファイルのルー

ルを設定し見出し添付する 

・５Ｓ・・・「先入れ先出し」「ジャス

ト・イン・タイム」とし、発注点表

示し、在庫減の徹底で経費削減する 

情報の５S 活動から、ペーパ

ーレス、ファイル削減につな

がった 

データ管理や在庫を多く持

たないことなど、今後も意識

したい 
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竜洋北保育園 

取組項目 取組内容 結果 

職員室や教材室を５

Ｓ活動で使いやすく

しよう 

～ 紙 や 教 材 の 再 利

用・経費削減～ 

職員室にある書類の内容を精査する 

・必要のない書類で再利用できるもの

は、裏紙として利用する 

・全てのファイルに番号を付けること

で、整理整頓しやすく、業務の効率

も改善する 

・教材室の整理整頓、在庫管理をし、

昨年度使用した消耗品費（666,404

円）の５％（33,320 円）を削減する

教材や書類の内容精査やフ

ァイル番号を記載したこと

で、事務の業務効率が上がっ

た 

紙類や教材をなるべく再利

用したが、消耗品費は昨年よ

り 3,468 円増え、5％削減は

達成できなかった 

豊田北保育園 

電気を大事に使おう ・部屋を利用しない時は部屋の電気を

必ず消す 

・加湿器や空気清浄機の消し忘れに気

を付ける 

・コンセントはその都度抜く 

目標掲示したことにより、職

員で声をかけ合う姿が見ら

れた 

コンセントを抜く、電気に消

し忘れをしない等気をつけ

るようになった 

資源を大切にする気

持ちを育てよう 

・一人一人が電気の消し忘れをしない

ように意識できるよう、掲示や声掛

けを繰り返ししていく 

・保育室への資源ごみ箱の設置、分別

の共通理解をする 

・子どもたちに雑紙は資源になること

を知らせ、資源を大切にする 

子どもたち（特に年長）も雑

紙が資源になることがわか

り、片づけ時には自分で分別

し、雑紙を紙袋に入れるよう

になった 
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豊田西保育園 

取組項目 取組内容 結果 

ゴミの分別、再利用へ

の意識向上

・ゴミ箱の分別表示の再設定と共通理

解

・ゴミの分別方法や、ゴミ収集後の流

れについて知らせる場をもつ（環境

教育プロジェクトによる環境学習）

・牛乳パックで紙作りをして、再利用

への興味をもたせる 

・身近な牛乳パックを使っ

て、再生紙を作る体験をし

たことで、遊びの中で資源

の再利用への興味をもつ

ことができた

・環境プロジェクトによる環

境学習により、資源の再利

用について知ることができ

た

劇中の「ポイ捨てはダメ」

や空き缶の分別方法の合言

葉を歌や踊りで楽しんだこ

とで、以前よりゴミをゴミ

箱に捨てようとする姿も見

られるようになった 

豊田南第 3保育園 

エコ生活の意識向上 

～「もったいない」気

持ちを持とう～ 

資源を大切にする意識を高めるために

分別用の資源回収用箱を各学級に設置

する 

職員も子どもも資源を無駄にしないよ

う、再利用できる紙の種類などを紹介

したり、意識を持って取り組めるよう

紹介したりする 

保護者には資源回収の日程や内容を分

かり易く掲示したり、便りを出したり

して呼び掛け、協力してもらう 

クラスに資源回収箱を置く

ことで、製作の際に出た紙の

切れ端を捨てずに箱に入れ、

子供も大人も、小さな切れ端

になるまで繰り返し利用す

るようになった。無駄なく使

おうとする意識を持つ事に

つながっている 

整理整頓の習慣化 毎月一回、園内整備を行い資源の分別

を行う 

また、整理整頓する中で見出しや残数

を示し、片付けや無駄にしない意識が

持てるようにする 

空間を作る意識をしながら

整理整頓をした 

物の所在が分かり易くなり、

職員同士が残数を確認、適し

た教材を工夫して使うよう

になった 
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【こども園】 

福田こども園 

取組項目 取組内容 結果 

保護者もエコ意識向

上（紙使用量の削減）

Ｎアップ印刷、両面印刷の活用 

・ＰＴＡ総会資料、入園説明会、各

種便り等、保護者に関係する書類

を、Ｎアップ印刷を活用すること

で、Ａ５版配布し、紙使用量を削

減していく 

・取り組みにより、保護者も資源を

大切にする気持ちをもってもら

い、園の取り組みに理解、協力し

てもらう 

徐々に便りの削減、メールの定着

を図り、ペーパーレス化していく

内部文書の裏紙使用の徹底 

・28 年度に引き続き職員間で徹底

し、裏紙使用を日常化していく 

・ＰＴＡ総会資料のＮアップ印

刷は保護者にも理解を得られ

定着し、次年度も引き継いで

いくこととなった 

・ＰＴＡ関係の連絡はメールを

活用することでペーパーレス

を図っている 

・内部文書は裏紙使用と、ＰＣ

上での確認を増やすことで紙

使用量が削減された 

電気使用量の削減 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 

・地域資源（自然、人

材、風土等）を生かし

た環境教育の推進 

地域の方々や豊かな自然と触れ合

う中で、地域の自然の豊かさを知

り、保育に取り入れて大切にする心

を育む 

園周辺へ出かける機会を多くも

ち、虫や草木に触れたり、集め

たりした 

集めた木の実を製作に使い、自

然を身近に感じ生き物や草木を

大切にする意識が高まった 

美化活動の推進 月一回園内安全点検（石拾い、園庭

整備）をし、園内美化に努める 

毎日、給食後お掃除タイムを実施

し、身の回りの美化に努める 

毎日掃除をしたことで汚れた所

を気付いて拭いたり靴のかかと

を揃えてしまったりと自ら身の

回りをきれいにしようとする気

持ちがもてるようになってきた 
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豊岡こども園 

取組項目 取組内容 結果 

園と家庭が連携して、

河川美化活動をする 

ＥＭ菌発酵液がプールの汚れを取り、

河川等の環境美化につながることを

学ぶ 

また、園児や保護者と協力して発酵液

を作ったり、プールに投入したりして

河川美化活動をする 

保護者のボランティアを募り、

ＥＭ菌発酵液作りを行った 

50 名近くの家庭で、米のとぎ

汁を用意してくださり、関心の

高さが伺えた 

保育室にて子ども達が、ＥＭ菌

発酵液を毎日観察し、完成した

ＥＭ菌発酵液をプ－ルへ投入

した 

親子で、環境に対する意識が高

まった 

可燃ごみ削減 可燃ゴミは、ごみ・生ごみ・雑紙の仕

分けを徹底し、クラスには雑紙入れを

設置して、園児と共にごみ減らしを実

践する 

クラスのゴミの分別を徹底し

たことやコンポストを設置し

たことで可燃ごみの削減につ

ながった 

コンポストでできた土を花壇

に利用し、経費節減できた 

【産業部】 

産業政策課 

紙使用量の削減 使用済両面印刷、両面印刷、Ｎアップ

印刷を積極的に行う 

使用済両面印刷、両面印刷、Ｎ

アップ印刷を積極的に行った 

電気使用量の削減 始業前と昼休み（12：20 から 13：00

まで）に、蛍光灯の消灯を行う 

始業前と昼休み（12：20 から

13：00 まで）に、蛍光灯の消

灯を確実に行った 

ＥＶ・電動バイクの活

用 

本庁舎ＥＶ充電スタンドを一般開放

し、ＥＶの普及啓発を行う 

近距離移動の際は、課所有の電動バイ

クを活用する 

充電スタンドを開放し市民へ

ＥＶの普及啓発を行った 

近距離移動の際は、課所有の電

動バイクを活用した 
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商工観光課 

取組項目 取組内容 結果 

紙使用量の削減 裏紙印刷、両面印刷、N アップ印刷

の推進 

庁内メールや資料の打ち出しの

際に裏紙を利用した 

ポスターの再利用 掲載期間が終了し、不要になったポ

スター・チラシなどを希望する幼稚

園保育園に配布 

不要になったイベントのポスタ

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 

観光･イベントチラシ

の削減 

観光･イベントチラシを課で作成

し、必要な部数のみ印刷すること

で、紙の使用量の削減や経費削減を

図っている 

観光イベントチラシを当課で作

成し、必要最低限の印刷に留め

た 

農林水産課 

多面的機能支払交付

金を活用した地域住

民による活動の推進 

地域を挙げて、農村環境の保全に取

り組む団体を継続的に支援（活動団

体の増加を目指す 

本制度を利用して８団体が水路

の草刈、浚渫等環境保全活動を

実施した。延べ 400 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割低減により環

境にやさしい農業を営む農家のＰ

Ｒ及び支援 

申請団体→１団体（４農業者） 

取組内容→カバークロップ

173a、有機農業 2,547a 

（計 2,720a）  （1a＝100 ㎡）

電気使用量の削減 就業前と昼休みの消灯、時間外の部

分消灯 

就業前と昼休みの消灯は、徹底

できた 

紙使用量の削減 両面印刷、裏紙利用、Ｎアップ印刷

文書の電子データ化で、ペーパーレ

スの推進 

紙の購入量は昨年度より増加し

たが（９％）、意識は向上した 

可燃ごみの削減 用紙の再資源化で可燃ごみの削減 可燃ごみの量を昨年度の７７％

に削減できた 
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【建設部】 

道路河川課 

取組項目 取組内容 結果 

環境に配慮した建設

工事と道路整備の推

進 

・燃料使用量の削減 

・CO2 排出量の削減 

・廃棄物排出量の削減

・温暖化防止推進 

・海岸防潮堤に芝の植栽を推進 

・自転車パトロールの継続、現場調

査の取り組み改善（出来る限り公

用車ではなく、徒歩や自転車で対

応） 

・歩道に植樹桝を設置して植樹を推

進 

・建設工事の使用資材は再生材を、

発生材は再利用を推進 

・建設工事の使用機械は、排出ガス

対策型を推進 

・機密文書、古紙の排出量削減 

・海岸防潮堤に 9,760 ㎡の芝を

植栽した 

・自転車パトロール 48 回×平

均 12ｋｍ＝576ｋｍ 

576ｋｍ／10ｋｍ（１ ）＝約

58 の燃料とそれに値する CO2

を削減できた 

・植樹桝を新規に７箇所、11 本

を植樹した 

・使用資材の再生材使用率は、

約 95％を達成した

・建設工事の使用機械は、排ガ

ス規制対応機種を 100％使用

した 

道路河川課分室 

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 

コンビニ等で購入した商品等な

どの、ごみ袋・空箱は家に持ち

帰った 

現場などで必要ないときはエン

ジンを切っている 

電気使用量の削減 終業以降早めの消灯を心掛ける 

ゴミ排出量の削減 私物のゴミは家に持ち帰る 

作業場所間違いの低

減 

作業場所の間違いによる余分な燃

料消費量削減 

都市計画課 

電気使用量の削減 就業前、昼休みの消灯 

昼休み、長時間の不在時にパソコン

の電源ＯＦＦ 

就業前・昼休みの消灯、昼休み・

長時間不在時にパソコンの電源

OFF、両面コピー・両面印刷・Ｎ

アップ印刷全て徹底できた 

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 

機密文書の排出量を削減 

機密文書の排出量削減について

は、H28 同時期に比べて４ｋｇ

の削減ができた 

ＣＯ２削減につなが

る「立地適正化(コン

パクトシティ)」の具

体化計画 

ＣＯ２削減につながる「立地適正化

(コンパクトシティ)」の具体化計画

立地適正化計画(コンパクトシ

ティ)は、策定に向けて順調に作

業が進んでいる 
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建築住宅課 

取組項目 取組内容 結果 

空き家の有効活用 中古住宅リフォーム補助金の利用

推進 

25 件の補助金受付及び交付を実

施し空き家の利活用に貢献した 

耐震化による住居の

長寿命化 

木造住宅耐震助成制度の利用推進 木造住宅耐震補助制度の利用促

進を図り、43件の申請及び交付

を実施し、持続可能な住宅環境

の整備に努めた 

市営住宅省エネ器具

の利用 

再開発住宅及び竜洋豊岡団地の団

地灯ＬＥＤ化 

再開発住宅及竜洋豊岡団地の団

地灯をＬＥＤ化し、省エネに貢

献した 

再開発住宅→月平均約 10％削

減、竜洋豊岡団地→月平均約

20％削減 

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 2,000 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 

取組項目 取組内容 結果 

第２次磐田市環境基

本計画の策定 

豊かな自然環境を将来の世代まで

継承し、環境への負荷の少ない持続

可能な社会の構築や、暮らしやすさ

を実感できるまちづくりの実現の

ため、第２次磐田市環境基本計画を

策定する 

第１次環境基本計画で 57項目あ

った環境指標を 18項目に設定 

「分かりやすくコンパクト」で

効率的な進捗管理が可能であ

り、「環境にやさしい磐田市を

PR」するための第２次環境基本

計画を作成 

環境市民会議委員等

との協働による環境

施策の推進 

小学生を対象とした環境学習であ

るアースキッズ事業や幼稚園・保育

園・こども園職員対象の緑のカーテ

ンの講習会を環境市民会議委員と

協働で行い環境への取り組みの推

進を図る 

アースキッズ事業に環境保全団

体や環境市民会議委員が参加 

環境市民会議委員による幼稚

園・保育園・こども園向け緑の

カ ー テ ン 講 習 会 の 開 催

【H29.5.26】など効果的な環境

施策の推進ができた 

ごみ対策課 

電気使用量の削減 ・執務室の照明の約２割を常時消灯

し、執務室以外の会議室や通路等

の照明等を最小限に抑える

・昼休みにおけるパソコンの電源Ｏ

ＦＦ

・緑のカーテンを設置する 

会議室や通路等の照明を必要時

以外消灯し、また、夏場には緑

のカーテン設置により電気量の

削減に努めた

紙使用量の削減 複数頁の印刷の場合は、両面印刷や

可能な限り縮小・集約印刷をする

使用済み用紙の裏面活用 

講座・会議の資料作成時には、

両面印刷し、紙資料の削減に努

めた 

生ごみの水切り 生ごみの水気を絞って可燃ごみの

重量を減らす 

生ごみの水気を絞って可燃ごみ

の減量に努めた 
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クリーンセンター 

取組項目 取組内容 結果 

化石燃料由来の電気

購入量の削減 

安定した自立運転に努める

・安定燃焼の継続のためごみ質の均

一に努める

・夜間における照明等を最小限に抑

える

・ボイラ水管の清掃を夜間実施して

負荷バランスを考慮し、発電効果

の発揮に努める 

職員への啓発活動を図り、環境

への負荷軽減を常に意識させる

ことで、安定的な運転に努めた 

排ガス有害物質の低

減 

大気汚染防止法による各排ガス測

定項目の規制値を更に厳しくした

自主規制値を設定し、環境への影響

を最小にするよう努める 

排ガス測定項目について自主規

制値を大きく下回った 

水道課 

水道料金における催

告状発送数の削減 

現年分の納期限内納付の促進、早期

滞納処分で催告状の発送数を削減 

催告状の発送数が削減できた 

（28 年度 17,791 件→29 年度

13,710 件） 

良質な水の安全供給 鉛管交換の推進、濁水・漏水時の早

急な対応 

鉛管交換の進捗率は 29 年度末

で 100％となり、交換完了した 

漏水・濁水発生時は、時間内は

職員が速やかに現地確認に行

き、時間外においても電話当番

制により当番職員が速やかに対

応した 

電気使用量の削減 就業前、昼休みの消灯・部分消灯の

徹底 

就業前、昼休みの消灯・部分消

灯を実施した 

紙使用量の削減 Ｎアップコピー・印刷の活用、ミス

コピー用紙の裏面活用 

両面コピーやＮアップコピー、

裏紙利用を実施した 
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下水道課 

取組項目 取組内容 結果 

下水道接続の推進 下水道接続区域になった世帯や事

業所に対して実施する「事業説明

会」「工事説明会」で下水道事業の

目的や効果を丁寧に説明し、生活環

境の改善につなげるために家庭や

事業所から出される排水を下水道

により適正に処理すること、公共用

水域（川や海など）の水質保全を図

ることで自然環境の保全につなげ

るため、より多く接続してもらうよ

う取り組む 

「事業説明会」、「工事説明会」

を実施した 

・事業説明会（地区：上野部、

大原、草崎、気賀西、気賀東）

対象人数：492 人、参加人数：

261 人 

・工事説明会（鎌田長江、鎌田

坊中、元天神、小島、東大久保、

中野戸、上野部、草崎）対象人

数：348 人、参加人数：202 人 

結果、水洗化人口は平成 28 年度

140,494 人（82.4％）から平成

29 年度 141,132 人（83.1％）に

増加した 

【会計・議会・監査】 

会計課 

電気使用量の削減 始業前・昼休みの消灯 

時間外の部分消灯 

昼休みのパソコン電源をＯＦＦに

する 

始業前・昼休みの消灯、時間外

の部分消灯、昼休みのパソコン

電源をＯＦＦにすることを実行

した 

紙の使用削減 プリントアウトはプリンターを原

則とする 

両面印刷、裏紙印刷を励行する。資

料等は電子ファイル化しペーパー

レスを徹底する 

両面印刷、裏紙印刷を徹底し A4

換算で 15,000 枚削減できた 

H29 112,500 枚 

H28 127,500 枚 

単価契約物品による

発注の徹底 

単価契約物品による発注を徹底す

ることで、グリーン購入を推進する

機会があるごとに単価契約物品

の購入の徹底を呼びかけた 
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監査委員事務局 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量の削減 始業前及び昼休みに消灯する 

昼休みにパソコン電源をＯＦＦに

する 

始業前及び昼休みに消灯した 

昼休みにパソコン電源をＯＦＦ

にした 

予備監査時の印刷用

紙使用量の削減 

・予備監査時コピー機のコピー使用

をできるだけ控え、DocuWorks を

利用する。プリントは原則プリン

ターを利用する 

・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 

・予備監査時コピー機のコピー

使用をできるだけ控え、

DocuWorks を利用した 

プリントは原則プリンターを

利用した 

・両面印刷、裏面再利用の徹底

を図り、用紙使用量を削減す

ることができた 

議会事務局 

電気使用量の削減 ・始業前及び昼休み、退出時の消灯

の徹底 

・エレベーターを原則使用しない 

・昼休みのパソコン電源オフ 

電気使用量の削減の取り組み

は、概ね達成できている 

紙使用量とごみ排出

量の削減 

・両面印刷・裏紙利用の励行 

・ペーパーレス化を図るため、議会

運営委員会でタブレット端末を試

験的に導入することを検討 

紙使用量削減→両面印刷や裏紙

の利用を励行したが、タブレッ

ト端末導入は次年度以降に持ち

越しとなった 

ごみの削減→議員も協力してご

みの削減に努めた 
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【教育委員会】 

教育総務課 

取組項目 取組内容 結果 

市内小中学校での節

水、節電

市内小中学校へ過去２年間分の電

気使用量、上水道使用量を示し、節

電、節水の励行に努めるよう周知

し、前年度使用量を下回るような取

り組みに心がけてもらう 

市内小中学校において出来る限

り節電、節水の励行に努めても

らい、エコ意識の向上につなげ

ることができた

学校給食課 

インク、印刷紙の削減 回覧等は裏紙を利用する

印刷するものを精査し、印刷紙を削

減する

不要な印刷はしない 

回覧は裏紙を積極的に使用し、

経費削減に努めた

印刷するものを精査し、積極的

に印刷紙を削減した 

電気使用量削減 昼休みの消灯、離席時のパソコン電

源オフ、不要な照明を減らす 

毎日、昼休みの消灯、離席時は

パソコンの電源をオフにした 

グリーン購入促進 グリーン購入対象製品を積極的に

購入する

グリーン購入対象製品を積極的

に購入した

大原学校給食センター 

給食残食量の削減 27 年度からセンター統一献立にな

り給食残渣量が増加している 

データから残渣量の多い献立を把

握して、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 

27 年度 14,381kg 

26 年度 14,279kg 

25 年度 19,904kg 

29 年度は 17,895 kg で 4,000 kg

増加した 

学校訪問による給食指導を 122

クラスで実施した 

豊田学校給食センター 

給食残渣の再利用 日々発生する60～100kgの給食残渣

を生ゴミ処理機により減容し、学校

等で肥料として再利用できるよう

にする 

生ごみ処理機により 90％減容さ

れた残渣を、豊田地区内 10 校の

受配校に配布し、堆肥として学

校の花壇等にて有効利用するこ

とができた 
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豊岡学校給食センター 

取組項目 取組内容 結果 

給食残渣量の削減 

（給食の残菜、大根の

葉や根など調理の際

切り落とした食材含

む） 

給食残渣は、提供した食材を完食す

ることにより削減が図られる。その

ために、おいしい給食を提供するよ

う、メニューの工夫や給食時間に流

す放送資料により、食材に興味を持

ってもらうことにより残菜量を減

らす 

また、発注段階で食材に使用しない

葉等を取り除いて納品をしてもら

う 

平成 29年度の給食残渣は 9,706 

kgと平成28年度と比較して554 

kg 減少し５％強の削減量となっ

た。これには、前段の具体的取

り組みが影響したものと考えら

れる 

Ｈ26 年度 9,177ｋｇ 

Ｈ27 年度 9,449ｋｇ 

Ｈ28 年度 10,260ｋｇ 

学校教育課 

電気使用量削減 昼休みの消灯・外出時のＰＣの電源

ＯＦＦ 

昼休みの消灯と外出時のＰＣ電

源ＯＦＦを心がけた 

裏紙の再利用 裏紙を利用して、回覧用紙・メモ・

伝言メモを作成 

裏紙使用のため、再利用用紙置

き場を再生紙置き場のそばに設

置した 

環境教育の継続支援 「わたしたちのいわた」の配布など

環境教育の継続支援 

「わたしたちのいわた」を活用

した環境教育を実施した 

中央図書館 

廃棄物の削減 ・チラシや封筒の再利用、裏紙使用

の促進 

・自分のゴミは持ち帰ることを徹底

事務室内で利用する印刷物は、

全職員が積極的に裏紙を使用 

個人のゴミは持ち帰ることが徹

底された 

エコアクション２１

取組の啓発とグリー

ンカーテンの実施 

・「いわたエコ通信」を１階ロビー

に掲出する 

・閉架書庫等必要以外の照明はこま

めに消灯 

・退館時にはシステム機器等の電源

OFF と消灯を確認 

・夏はグリーンカーテンを設置し、

学習室を開放する 

ＬＥＤ照明の増設とこまめな消

灯を実施し、節電に努めた 

ゴーヤを使ってグリーンカーテ

ンを設置した 

本の再利用の推進 ・本のリサイクル市を開催する 年２回リサイクル市を開催し、

多くの市民に本を有効活用して

いただいた 
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福田図書館 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量の削減 環境設定温度に留意して空調機器

を使用し、電気使用量削減を目指す

前年比 3,622kWh 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・ウォームシェアの貼

り紙を掲示し環境活動について周

知を図る。併せて、環境活動につい

ての図書展示を行う 

クールシェア・ウォームシェア

について館内掲示し、利用者へ

の周知を行った 

環境活動についての図書展示を

１回行った 

竜洋図書館 

環境問題・「エコアク

ション２１」取組の啓

発 

環境問題をテーマとした特設コー

ナーの設置や、「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 

6/11 から 6/22 まで環境問題を

テーマとした特設コーナーを設

置した 

「いわたエコ通信」VOL.16～

VOL.18 をそれぞれ１カ月掲出

し、啓発を行った 

電気使用量の削減 グリーンカーテンを継続して実施

する 

グリーンカーテンを設置した 

クールシェアの実施 昼休みや1時間以上席を離れる際に

は、個人のパソコンの電源を切る 

夏休み期間に学習室利用を行う 

7/22 から 8/31 まで学習室を設

置し 335 人の利用があり、クー

ルシェアを実施できた 

豊田図書館 

オフィスにおけるエ

コオフィス活動の推

進 

コピー機能を上手に使い、両面印刷

や分割印刷で用紙枚数を削減する 

裏紙の利用を徹底する 

両面印刷や分割印刷を行い、裏

紙利用も徹底した 

クールシェアの実施 夏休み期間に学習室を利用者に開

放する 

夏休みに学習室を開放し、85人

の利用があった 

豊岡図書館 

環境問題の啓発 環境月間（６月）に環境に関係する

本を展示し市民に環境について関

心を持ってもらう 

環境月間（６月）に環境に関係

する本を展示し市民に環境につ

いて関心を持ってもらった 

電気使用量の削減 昼休みや１時間以上席を離れる際

には、個人のパソコンの電源を切る

昼休みや１時間以上席を離れる

際には、パソコンの電源を切る

ことを課員に促し実施した 

クールシェアの実施 夏休み期間に学習室利用を行う 夏休み期間に学習室利用を利用

者に推進した 
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文化財課（磐田市埋蔵文化センター） 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量の削減 休み時間の消灯を徹底。来館者がい

ない時間帯の展示スペース消灯を

徹底 

休憩時間の執務室、来館者がい

ない時間帯の展示スペース消灯

を可能な限り実施した 

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 

N アップ印刷、両面印刷の活用、

内部文書の裏紙使用を徹底する

ことにより、印刷用紙の縮減に

努めた 

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

電気使用量低減を図る 

グリーンカーテンを設置し、冷

房の使用による電気使用量低減

を図った 

展示に係る物品を再

利用可能なものに変

更 

企画展等で作成する説明パネルや

題箋を差し込み式のものを使用し、

パネルのまま廃棄される分を削減

する 

企画展等で作成する説明パネル

や題箋を差し込み式のものを使

用し、パネルのまま廃棄される

分を削減した 

パネルの廃棄はなかった 

文化財課（歴史文書館） 

電気使用量の削減 休み時間の消灯を徹底 事務用品のリユースにより、全

庁で年間約 24万円節約できた 

また、呼びかけを行うことで、

積極的に声がかかるなど、各課

のリユース意識を高めること

ができた 

紙使用量の削減 Ｎアップ印刷の活用 

内部文書の裏紙使用の徹底 

公文書の選別等で廃

棄になった紙などの

再生化・再利用の推進

選別により廃棄になった文書など

の分別（機密文書・雑紙・金物・容

プラなど）搬出と使用可能なファイ

ル等事務用品のリユース 
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【小学校】 

磐田北小学校 

取組項目 取組内容 結果 

紙使用量の削減・節電 裏紙利用、両面印刷

ＬＥＤ化の推進

１箇所ＬＥＤ化することができ

た

グリーンカーテンの

実施

フラワー委員会によるグリーンカ

ーテンの実施

委員会活動で理科室前に朝顔・

ゴーヤ・ヘチマのグリーンカー

テンを実施した

環境教育の推進 親子奉仕作業により環境美化への

意識を高める

奉仕作業では低学年児童も親子

で参加できた

５年２組は古紙回収の収入で花

の種を購入し、プール横に植え

た。環境への関心が高まった

磐田中部小学校 

エコ生活の実施 電気・水道を必要なときだけ使う 

節電・節水計画 

5 年児童による家庭エコ生活の

推進協力 

校舎南側へグリーンカーテン設

置 

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 

グリーンカーテン 

磐田西小学校 

再生紙の利用を削減

電気・水道代の節約

地球温暖化の食い止

めに努める 

再生紙はムダを省き、裏紙を利用す

る

人がいない部屋の電気を消灯する

水道はこまめに止める

緑のカーテンを設置、節電に努める

再生紙の裏紙を利用し、新しい

紙の利用を減らす事に努力した

電気もこまめに消灯し、緑のカ

ーテンを設置して良い環境づく

りに努めた 

磐田南小学校 

・印刷紙の節約

・電気代の節約

・グリーン購入 

・校内文書は裏紙

・ミライム掲示板活用

・データがある文書はコピーよりプ

リンタで印刷する

・名刺サイズ以上の紙ごみは資源回

収にする

・昼休みなど無人時は消灯

・コンセントから抜いてよいものは

コンセントから抜く 

（主に事務室内で実施）

校内文書はなるべく裏紙を利用

した

ミライム掲示板を活用した

なるべくプリンタ印刷に努めた

名刺サイズ以上の紙ごみは資源

として回収した

無人時の消灯や使っていない電

化製品のコンセントを抜くこと

ができた
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東部小学校 

取組項目 取組内容 結果 

・コピー用紙の削減 

・電気使用量の削減 

・環境教育の推進 

・裏紙の使用 

・メモ用紙としての活用 

・資源回収の利用 

・無人の部屋は消灯する 

・緑のカーテン 

・アースキッズ（５年生） 

・裏紙の再活用を徹底できた 

・５年生のアースキッズ授業に

より、環境への意識を高める

ことができた 

・緑のカーテンを設置すること

で、室内の温度の上昇を抑え、

エアコンの温度設定も高めに

保つことができた 

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 

資源回収に出せるものは、ゴミとし

ない 

職員が相互に声かけし取り組め

た 

節電 無人となる時は、消灯する 

リユースを心がける ファイルなどリユース品の使用を

推進する（他部門からの不要品案内

品の利用を心がける） 

環境教育 ５年生がアースキッズの取り組み

を行い、エコ生活を体験する 

アースキッズの取り組みをとお

してエコ生活に関心がもてた 

向笠小学校 

・コピー用紙使用量削

減 

・電気使用量の削減 

・ごみのリサイクル運

動（４年） 

・環境学習（３、４、

５年） 

・食農学習（全学年）

両面コピーの推進 

裏紙やメモ用紙として再利用 

無人の部屋の消灯 

ごみの分別の意義と仕分を理解し、

３Ｒを実行するとともに、ごみのリ

サイクルを呼び掛ける 

校内のビオトープを活用したトン

ボ学習や米作り体験や観音山自然

体験教室を核とした環境学習を行

なう 

育てて食することの大変さや収穫

の喜びを味わい、自然の恩恵を知

り、食べ物や命の大切さについて考

えるために、「育てて、収穫し、食

する」体験活動を行なう 

職員一人ひとりが取組目標を意

識することにより、概ね達成で

きた 

また、環境学習や体験活動をと

おして、環境への関心が高まり、

児童にとっても大変有意義であ

った 
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長野小学校 

取組項目 取組内容 結果 

地球の温暖化の食い

止めに努める 

グリーンカーテンの設置 

外付けの照明器具のＬＥＤ化 

ふれあい委員会でアルミ缶を回収

する 

グリーンカーテンの設置ができ

た 

外付け照明器具は 1 箇所 LED 器

具に変更できた 

アルミ缶回収は全校で取組を

し、その収益で今年度も第 2 遠

州の園に車いすを寄贈すること

ができた 

岩田小学校 

環境教育の推進 グリーンカーテンの実施 

「朝顔」を育てる学習 

グリーンカーテンの「へちま」

を学習で用いた（4年生） 

「朝顔」の枯れたつるでリース

を作成した（1年生） 

在庫管理を徹底し、探す時間と

物品購入のムダを無くすことが

できた

校内備品・消耗品置き

場の整理整頓 

在庫の用度品の見え

る化 

在庫の備品・用度品の見える化、在

庫管理の徹底 

探す時間と物品購入の無駄を排除 

田原小学校 

カラー印刷の削減

コピー用紙の削減

アース･キッズチャレ

ンジ活動の参加（５年

生）

グリーンカーテンの

実施

タブレット･モニターの活用

裏紙利用の推進

エコ生活の実施 節電･節水

呼びかけにより、個々の意識は

高まっている

今後も継続的に呼びかけを行

い、意識の向上を目指す
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富士見小学校 

取組項目 取組内容 結果 

こまめな節電の習慣

化 

環境教育の推進 

空き教室は電灯ＯＦＦ 

職員室は必要な所だけ電灯ＯＮ 

エアコンは冷房 28℃ 暖房 21℃に

設定 

クールビズ、ウォームビズの推進 

社会科・総合的な学習の時間に環境

問題について調べたり話し合った

りする 

各クラス、特別教室にゴミ分別ボッ

クスと資源回収ボックスを設置し、

ゴミを減らす実践をする 

花いっぱい運動、ごみひろい、親子

奉仕作業を通して自然愛護と環境

美化の気持ちを育てる 

概ね実施することができた 

環境教育について、実践するこ

とで意識が高まった 

福田小学校 

節電 

H28 年度比１％削減 

（５年間で５％削減

を目指す） 

教員全員が時間外労

働を、月 80 間以内に

する。 

先生方は時間外労働を減らし早く

帰宅する 

エアコンを新しくする 

校内巡回の際、無人の部屋の消灯を

する 

節電は目標の１％削減を上回る

2.4％の削減ができました 

 豊浜小学校 

資源の有効利用 印刷紙の両面印刷、裏紙印刷の推進 目標としていた具体的取組内容

が概ね達成できた

印刷紙の両面印刷、裏紙印刷の

職員の意識も高くなった

５年生がアースキッズチャレン

ジに取り組むことで、環境への

関心が高まった

エコ生活の推進 待機電力消費の削減と節水

緑のカーテンの設置 

環境教育の推進 アースキッズチャレンジへの取り

組み（５年生）

親子奉仕作業による環境美化の実

施
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竜洋東小学校 

取組項目 取組内容 結果 

印刷紙などの紙の使

用量を減らす努力を

する 

(28 年度より継続) 

ミスプリント、余剰プリントを減ら

す(28 年度より継続) 

裏紙を使用しやすい環境を整える 

職員打合せ等で印刷紙節約の呼

びかけを行い、先生方に協力し

ていただいた 

(裏紙の利用、両面印刷等) 

ミスプリント削減が今後の課題 

今後も、呼びかけを行い、意識

の向上を目指す 

アースキッズプログラム・地球

クリーン作戦を行い、環境への

関心が高まった 

節電を心がける 使用していない教室等の電灯は消

す 

アースキッズプログ

ラム(５年生で実施) 

地球温暖化防止活動(節電・節水) 

地球クリーン作戦 校内及び周辺地域の環境美化作業 

竜洋西小学校 

・裏紙利用 

・封筒再利用 

・グリーンカーテン 

・落ち葉を利用した園

芸用土作り 

・節電 

裏紙印刷 

古封筒を優先して利用する 

ヘチマ・ゴーヤのグリーンカーテン

（ヘチマは４年生授業で使用） 

落ち葉を利用して土を作り、授業で

の野菜栽培や花壇に使用 

廊下電気を人感センサー（ＬＥＤ）

にする 

呼びかけをしながら取り組み、

個々の意識は高まった今後も呼

びかけをしていく 

竜洋北小学校 

・グリーンカーテンの

実施 

グリーンバンクより種子の提供を

受け、児童委員会活動にて計画、実

施 

校舎南側へのグリーンカーテン

を設置、年間を通しての花壇へ

の整備ができた 

・アース・キッズチャ

レンジ活動の参加

（５年）【地球温暖

化防止対策】 

温暖化ミニ講座受講 

５年生の各家庭におけるエコ生活

の実施 

５年児童・家庭のエコ推進への

協力 

・地球クリーン作戦 全児童にて校内落ち葉拾い、学校周

りの道路美化 

学校東面の歩道植裁枠へ花植え等

実施 

全児童にて地球クリーン作戦を

実施し環境整備を行なった 
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豊田南小学校 

取組項目 取組内容 結果 

・校内環境の整備 

・地球温暖化のストッ

プに努める 

・コピー用紙使用量の

削減 

・電気使用量の削減 

・ＰＴＡ、教職員等による校内奉仕

作業（年３回） 

・緑のカーテンの設置に協力する 

・裏紙の再利用（継続中） 

・エアコンの適正温度管理 

・未使用の部屋はこまめに消灯 

ＰＴＡ、教職員等による校内奉

仕作業は予定通り、しっかり取

り組んでいただいた 

電気使用量削減の取り組みを徹

底するためには、繰り返しの啓

蒙活動が必要だが、改善されて

きている 

豊田北部小学校 

電気使用量の削減 

環境教育の推進 

使用していない部屋の電気を消す 

エアコンの設定温度に気をつける 

年２回奉仕作業のうち１回は、４．

５．６年生が親子での作業をしてい

る 

消灯を心がけた 

環境教育では清掃時間、児童に

声かけをして指導した 

青城小学校 

・印刷用紙使用量の削

減

・電気使用量の削減

・環境教育の推進

校内配布文書は裏紙を使用する

ミライム掲示板を活用する

無人の教室及び昼休みなどは消灯

する

年２回のPTA奉仕作業時に親子で作

業し、環境美化への意識を向上する

校内配布文書の裏紙使用の徹底

に努めた

掲示板を活用し紙の使用を減ら

す努力をした

無人の教室や昼休みの消灯に努

めた

豊田東小学校 

・コピー用紙使用量の

削減

・電気使用量の削減

・環境教育の実施

・学校内の文書は裏面利用

・無人の部屋の消灯

・緑のカーテンを設置（校長室・事

務室外）

・ＰＴＡ奉仕作業（５・６年生参加）

環境美化への意識を高める

・節電、裏面利用等職員の意識

は向上してきた

・緑のカーテン、奉仕作業、ア

ースキッズチャレンジ等児童

たちの意識も向上してきた
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豊岡南小学校 

取組項目 取組内容 結果 

・コピー用紙使用量の

削減 

・環境教育の推進 

・地球温暖化のストッ

プに努める 

・校内文書は必ず裏紙を利用する 

・印刷前の確認の徹底 

・職員会議の資料は、印刷ではなく

パソコンを見ながら行う 

・ＰＴＡ奉仕作業の実施（６年生親

子） 

・グリーンカーテンを設置する 

校内文書は、裏紙利用が徹底し

てきているが、まだ確認ミスに

よる無駄な印刷が見受けられる 

職員会議でのパソコン利用は概

ね出来ている 

奉仕作業は天候が悪く、１回の

み実施 

南校舎にグリーンカーテンを設

置し、児童達の意識も向上して

きている 

豊岡北小学校 

印刷紙の使用削減 

環境教育の推進（奉仕

作業） 

裏紙の有効活用 

印刷ミスをしない 

９月にＰＴＡ奉仕作業 

児童は校庭の草取り（校内の環境美

化） 

先生方の協力により印刷ミスが

減った 

児童とともに奉仕作業を実施

し、校内がきれいになった 

【中学校】 

磐田第一中学校 

ゴミの分別（継続）

環境委員会=生徒 

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

一括収集・分別を行う 

ゴミの分別は、生徒が中心とな

り徹底できた 

職員・生徒のゴミ分別の意識が

高まった 

緑のカーテン（継続）

環境委員会=生徒 

環境委員会と特別支援学級生徒に

よるグリーンカーテンの設置と管

理 

緑のカーテンは、ゴーヤがよく

育ち職員室の室温低下につなが

った 

城山中学校 

節電

施設の維持管理（ＬＥ

Ｄ化への改善取組）

職場でのエコオフィ

ス活動の推進

・体育館の照明のＬＥＤ化を実施し

電気料、修繕料の削減

・紙を使う量が多い中、再利用でき

る紙も多いため職員個々に分別意

識の徹底

・情報、文書の整理整頓、保存文書

の仕分けによるファイル等の経

費削減をする

・廊下等の節電の実施

・紙の使用が前年度より多くな

り印刷物が増えている中、再

利用に使用する量は減ってい

る

・年度末の書類廃棄、資源ごみ

との分別に手間がかかった

（職員の分別意識が足りなか

った）
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向陽中学校 

取組項目 取組内容 結果 

・グリーンカーテンの

実施 

・学校花壇の整備 

・技術科授業で野菜の

栽培 

・環境教育の推進（親

子奉仕作業） 

部活動（園芸部）でのグリーンカー

テンの実施と学校花壇の整備 

技術科授業（３年）で、夏野菜を育

てる 

９月に１年生がＰＴＡ主催の親子

奉仕作業を実施（校地内の環境美

化） 

生徒自身がグリーンカーテン及

び学校花壇整備等を進めたこと

によって、取り組みについての

意識が高まった 

また、自分たちの手で野菜を育

て、食べるというプロセスを通

したことで、環境への関心も高

まっている 

今後も、自分たちの身の回りか

らできることを実践、推進して

いく 

神明中学校 

・グリーンカーテンの

実施 

・技術科授業で花・野

菜の栽培 

・環境教育の推進（親

子奉仕作業） 

・委員会活動でのグリーンカーテン

の実施(生徒主体) 

・技術科授業で一人一点、花・野菜

を育てる 

・９月ＰＴＡ主催、親子奉仕作業（校

内の環境美化） 

５月から生徒会環境委員会によ

り、ゴーヤ・風船蔓の苗を植え、

南校舎南側にグリーンカーテン

を作った（日差しを遮ることが

出来、９月まで効果あり） 

２年の技術科授業で、スイート

バジル・ラデッシュを育て環境

教育を実施 

９月２日（土）ＰＴＡ主催の親

子奉仕作業を実施。親子のふれ

あいと校内の環境美化の推進 

南部中学校 

電気使用量の削減 

落ち葉を集め、堆肥に

して活用 

始業前消灯の徹底 

休み時間消灯の徹底 

昼休み消灯の徹底 

落ち葉を 1か所に集め、堆肥を作る

〇電気使用量の削減について始

業前・休み時間・昼休みについ

てだけでなくこまめに消灯する

ことが徹底された 

次年度も継続して取り組んでい

きたい 

○堆肥づくり 

落ち葉は職員だけでなく生徒も

収集に協力的で当初の予想以上

に集めることができた。 
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福田中学校 

取組項目 取組内容 結果 

ビーチクリーン活動

の推進

生徒会主催 ビーチクリーン大作

戦の実施

各学年で海岸清掃を設ける

自治会主催の地区一斉海岸清掃へ

の積極的参加

校舎から松林を抜けて海岸に出

られる環境を生かし、教育活動

の多くの場面で海岸を利用して

いる

そのことから海岸を綺麗にしよ

うという意識が高まり、参加者

も増加している

地域を綺麗にしようとする意識

が海岸だけでなく公園、通学路

のゴミ拾いを行おうと生徒会を

中心に活動が広がってきた

竜洋中学校 

紙使用量の削減 裏紙を使用する 

ミスプリントをなくす 

両面コピー・両面印刷を可能な限り

していくよう促す 

Ａ４用紙は前年度比約 16%削減 

Ａ３用紙は 11%削減できた 

ＥＳＤ活動を通して

環境について年間取

り組む 

学府全体でクリーン作戦（海岸清

掃、学府内ゴミ拾い） 

を実施する 

ＥＳＤパスポートを利用してボラ

ンティアへ参加 

クリーン作戦の実施や ESD パス

ポートを利用してボランティア

へ参加し、生徒の環境への意識

を高めることができた 

豊田中学校 

紙の使用量削減

節電

グリーンカーテンの

実施

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

（コピー機使用後のリセットや印

刷前の再確認を徹底する）

校内掲示板「ミライム」の活用によ

り紙の減量化

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

退庁時間を早める。

豊中サポータの協力を得てグリー

ンカーテンの実施 

両面使用の徹底ができ、無駄に

処分される紙がなくなった

電気をこまめに消す人が増えた

サポーターの協力によりグリー

ンカーテンを実施できた
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豊田南中学校 

取組項目 取組内容 結果 

電気使用量 5％削減 

給食活動の 5S（整理、

整頓、清潔、清掃、躾）

使用しない部屋の消灯徹底 

コピー機節電の徹底 

5S を推進する事による 

・時間ロスの削減を目指す 

・安全な給食を目指す 

・残食の削減を目指す 

点灯空室の消灯を徹底した 

コピー機の待機電源の削減に努

めた 

配膳時間を 5分短縮できた 

清掃、消毒、洗濯を徹底した 

残食調査実施し、残食を欠席人

数以下に削減できた 

豊岡中学校 

・節電

・環境教育の推進

・資源ゴミの分別

・小まめに電気を切る 

・生徒・職員・地域ボランティアで

グリーンカーテンをつくる 

・９月上旬、ＰＴＡ主催による親子

奉仕作業（校内外の環境美化） 

・校内にリサイクルボックスを設置

（新聞紙・ダンボール・雑紙） 

・資源回収  

校内にリサイクルボックスを設

置してあるので、常にリサイク

ルを意識し、分別に協力的

学校だけでなく地域の人も協力

してくれている

・給食残食ゼロをめざ

す

・給食室入口のボードにクラスごと

に残食ゼロの日を記入 

・給食委員の働きかけで残食は

殆どなくなった

【消防】 

消防総務課 

庁舎整備（ＬＥＤ化） ＬＥＤ化（豊田分遣所、福田分遣所）

環境改善 

明るい職場環境の提供、電気使用量

の削減 

庁舎整備として照明をＬＥＤに

したことで照度も明るくなり、

無駄な電気の使用も無くなり環

境改善となった 

グリーン購入の推進 商品購入時にグリーン購入を意識

する 

消耗品の購入時に積極的にグリ

ーン購入をすることができた 

予防課・警防課 

事務作業等の作業効

率向上

事務室、倉庫等の整理整頓に努め、

動線の確保、資材等の搬出時間短縮

をはかる

事務室、倉庫等を常に整理して

おくことで事務の効率化が図れ

た

年度末には事務所のレイアウト

変更を実施したため、今後更に

改善されることが見込まれる 

消費電力の削減 必要最低限の照明利用、使用時以外

のパソコン電源オフ 

照明やパソコンのこまめな電源

オフを徹底することができた 
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磐田消防署 

取組項目 取組内容 結果 

用紙の使用量削減 裏紙の利用

両面印刷

裏紙を利用した

両面印刷を積極的に行い、用紙

使用量を削減できた

節電 昼休み、時間外等の消灯を徹底する

使用時以外はパソコンの電源をオ

フにする

昼休み、時間外等の消灯を徹底

する

取組初期は実施できていなかっ

たが、年度中盤からは使用時以

外は消灯できていた

東部分遣所 

節電 昼休みや使用していない部屋の電

気はこまめに切る 

昼休みは使用しない部屋の電気

を消灯することにより省エネに

繋がった用紙使用量の削減 なるべく裏紙や両面印刷を使用す

る 

救急車の適正利用の

促進

各講習会などで救急車の適正利用

の呼び掛けを行う

救急車の出動件数を減少させるこ

とで、燃料の消費量、排気ガスの排

出量、救急消耗品などの削減を図る

救急車の適正利用はなかなか数

字では表せないが、今後も啓発

をしていきたい

福田分遣所 

用紙の使用量の節減 両面印刷を心掛ける 両面印刷の徹底を行い、用紙の

使用量を削減できた

節電 使用時以外は部屋の電源を切る

エアコンを多用しない

エアコンを多用することなく、

電源をこまめに切ることができ

た

竜洋分遣所 

節紙 裏紙利用、両面印刷の徹底

印刷をしないでデータのみでの閲

覧

両面印刷を徹底することにより

印刷用紙の削減をすることがで

きた

使用電気の削減 昼休みや外出時の消灯 昼休みは使用しない部屋の電気

を消灯することにより省エネに

繋がった
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豊田分遣所 

取組項目 取組内容 結果 

24 時間勤務のため、照

明や空調の電気代が

多くかかるが、工夫す

る事で無理なく節電

する。 

３～４月と 10～11 月は暖房をなる

べく使わない 

厚着で対応する 

夜間でも仮眠室前の２階廊下の消

灯をする 

出動時のみ点灯する（消灯時間約６

時間） 

その都度、気が付いたことを、すぐ

試してみて、当直勤務で無理が無け

れば継続する 

各自、衣類等で体温調節するこ

とで暖房の使用を極力抑えた 

夜間、２階廊下の電気を消灯す

ることで各個人に節電の意識付

けが出来た 

豊岡分遣所 

紙使用量の削減 

救急車適正利用の啓

発 

・機密文書以外は再利用 

・不要な文書ファイルを 10 以上削

減する 

・電子データ化の推進 

・各種講習会にて救急車の適正利用

の啓発をはかる 

印刷枚数は、昨年度比 5％減を

達成出来た。また、事務所棚の

不要ファイルを 15 削減し整理

整頓も同時に行うことができた 

救急出動件数は昨年比 29 件増

えたため、救急車適正利用の啓

発は来年度も実施していきたい 

・多くの部署で、エコオフィスの取り組みの他に、各部署本来の業務に関連した環境

活動取組目標を設定し、取り組むことができました。

＜今後の対応＞

・電気使用量・紙使用量・ごみ排出量の削減など、エコオフィスの取り組みをさらに

強化するとともに、各部署本来の業務を、環境活動取組目標に位置づけて推進して

いくよう努めます。
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(2) ノーカーデーの取組状況

 市役所では、職員の地球温暖化防止に対する意識高揚を図るため、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るよう啓発していま

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 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 

平成 29 年度 8,315 4,473 53.6 

② 市役所全体 

年度 対象者数(人) 実施者数(人) 実施率(％) 

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 

平成 29 年度 11,890 4,915 41.3 

〈結果と考察〉 

・平成 29 年度は、本庁舎・西庁舎・ｉプラザ・各支所での実施率が低下してしま

いました。職員の地球温暖化防止に対する意識を高め、改めてノーカーデーの意

義を理解してもらい、実施に繋がる啓発に努めます。 
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取り組み事例 

【緑のカーテン】 

市役所 本庁舎               竜洋体育センター（エントランス内部）

城山中学校                 福田中幼稚園 

緑のカーテン講習会 
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【タブレット端末を使用した会議】        【交通安全講座】

【いきいき百歳体操】             【ミストシャワー】  

【園庭芝生化】 

青城こども園                 竜洋東こども園（保育園） 
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【どんぐり拾い、どんぐり栽培】                  

竜洋東こども園（保育園） 

【いわた夏祭 in ジュビロ―ド】       【磐田市海岸防災林植樹祭】

打ち水大作戦 平成 29 年７月 22 日（土）   平成 30 年２月 24 日（土） 

【アースキッズ事業】                   

自転車で発電体験              エコな生活、できているかな？ 
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【アースキッズ事業】 

ゴミの分別をしてみよう           エコリーダーとして自分ができることは？ 

【太陽光・風力発電施設見学会】                 

向陽中学校 平成 29 年９月 13 日（水）  

竜洋地区３保育園 平成 29 年 11 月 28 日（火）   
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【はまぼう公園野鳥観察会】                 

平成 29 年９月３日（日） 

【檜林の間伐作業】                 

平成 29 年 11 月 30 日（木） 

【紅葉の植樹作業】                 

平成 30 年３月 15 日（木） 
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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 29 年４月 29 日（土）、５月３日（水） 

鳴く虫観察会 平成 29 年９月９日（土）   魚類観察会 平成 29 年７月 16 日（日） 

キノコ観察会 平成 29 年 11 月 26 日（日）   冬の昆虫観察会 平成 30 年２月４日（日） 
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1 

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

第１次磐田市環境基本計画は平成２９年度までを計画期間とし、平成２０年３月に策定しまし

た。その後、平成２５年３月に後期基本計画を策定し、望ましい環境像の実現を目指して６つの

環境目標を掲げるとともに、22 の取組みの方向を設定し、市・市民・事業者が一体となった取組

みを推進してきました。また、具体的な数値目標を設定して取組みの進捗状況の把握を行ってき

ました。 

平成 29 年度、数値目標の達成状況等から第１次磐田市環境基本計画（後期基本計画）の評価を

行いました。 

１ 環境指標の進捗状況

平成 28 年度までの取組みを点検した結果、全体で 5７の環境指標のうち目標値の 100％以上の

達成が 24項目あり、目標値の 80%から 100%未満の達成が 14項目ありました。 

順調に進んでいる項目がある一方で、より取組みの強化や見直しが必要な項目があり、新しい

視点を取り入れて取組みを進める必要があります。 

【平成 29年 3月末現在】 

環境目標 
環境指標数（達成状況区分別） 

計
A B C D ― 

１ 自然環境の保全 ５ ３ １ ９

２ 快適な環境の創造 ２ ４ 3 ２ １１

３ 健康の保護及び生活環境の保全 ７ ２ ５ １４

４ 循環型社会の実現 ２ ５ ２ ９

５ 地球環境の保全 ６ １ ３ １０

６ 環境教育・環境保全活動の推進 ２ １ １ ４

計 ２４ １４ 7 6 ６ ５７

【達成状況区分の見方】 

後期基本計画の達成目標に対する、平成 28年度までの進捗状況を評価したもの 

A：目標値の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 

―：調査そのものを実施していない、または事業の終了等により評価が困難なもの 

（１）全体の進捗状況 
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2 

環境目標１ 自然環境の保全

① 主な取組みと評価 

◇ 事業者の社会貢献活動として森林保全活動が行われています。また、地域住民による森

林保全活動も行われています。森林所有者だけの取組みでは限界があるため、引き続き

行政による基盤整備等が必要です。 

◇ 自治会等による河川愛護活動が定着化しています。 

◇ 桶ケ谷沼自然環境保全地域内の水辺や木道沿いの除草等を実施し、トンボなどの動植物

の生息に適した自然環境の保全を進めました。また、桶ケ谷沼北部に生簀を築造しベッ

コウトンボの保護増殖活動に取り組んでいます。 

◇ 桶ケ谷沼ビジターセンターでは、自然観察会等が活発に行われ環境教育や環境学習の拠

点になっています。 

② 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 

有害鳥獣駆除実施頭羽数 ― 200 頭（羽） 588 頭（羽） A 

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 20,183 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 

（２）環境指標ごとの達成状況 
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3 

環境目標２ 快適な環境の創造

① 主な取組みと評価 

◇ 都市公園等の数は目標値を達成していますが、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。 

◇ 小中学校のグラウンドについては、全体の約 63%の学校で芝生化が進んでいます。 

◇ 市民農園利用区画数については、目標を達成しました。今後は利用ニーズとの調整を図り

ながら進めていく必要があります。 

◇ 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。 

◇ 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。 

② 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) 
264.7ha B 

都市公園等数（累計） 345 箇所 
361 箇所 

(H28) 
390 箇所 A 

１人当たりの都市公園等面積 14.35 ㎡ 
15.82 ㎡ 

(H28) 
15.52 ㎡ B 

公園緑地の満足度 
52％  

(H17) 

60％  

(H28) 
調査なし ― 

まち美化パートナー制度（公園） 

合意件数 
0 件 

57 件 

(H28) 
54 件 B 

小中学校グラウンドの 

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) 
１件 C 

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 箇所 

(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 
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4 

環境目標３ 健康の保護及び生活環境の保全

① 主な取組みと評価 

◇ 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。

なお、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。 

◇ ダイオキシン類や二酸化窒素濃度等の大気に係る環境基準を満たしています。また、河川

の BOD（生物化学的酸素要求量）も環境基準を満たしています 

◇ 地下水中の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は基準を満たしていません。現在、静岡県中遠農

林事務所等による濃度低減の取組みが継続されています。本市は地下水調査を継続し、そ

の結果を井戸所有者等にお知らせする必要があります。 

② 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) 137 件 D 

大気汚染の公害苦情件数 64 件 30 件以下 71 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 
0.007 ppm A 

二酸化硫黄濃度（年平均値） 0.006ppm 
0.04ppm 

以下 
0.001 ppm A 

浮遊粒子状物質（年平均値） 
0.024 

mg/ 

0.10 

mg/ 以下 

0.016  

mg/ 
A 

悪臭の公害苦情件数 17 件 10 件以下 20 件 D 

騒音・振動の公害苦情件数 23 件 5 件以下 27 件 D 

水質汚濁の公害苦情件数 13 件 5 件以下 5 件 A 

河川の BOD・環境基準達成率 

※類型指定がある河川 
100% 100% 100% A 

汚水処理人口普及率 72.8% 
89.1% 

(H28) 
88.8％ B 

汚水処理整備率 66.9% 83.0% 84.3% A 

地下水中の有機塩素系化合物 

環境基準達成率 
98.2% 100% 86.7% B 

地下水中の硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素・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 
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5 

環境目標４ 循環型社会の実現

① 主な取組みと評価 

◇ 本市の 1人 1日当たりごみ排出量は、静岡県平均と比較して削減が進んでいます。引き続

き、排出量の約 9割を占める可燃ごみの削減と再資源化の推進が必要です。 

◇ 雑草の管理については、「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」と規定し指導を行っています。 

◇ 全市一斉環境美化統一行動については、市と自治会連合会が共催し、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） 

② 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 

697 

 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 45,570 人 A 

まち美化パートナー制度 

（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 12,849 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 93 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 
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6 

環境目標５ 地球環境の保全

① 主な取組みと評価 

◇ 本市は平成 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、

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

続き率先して温室効果ガス排出量の削減に取り組むことが必要です。 

◇ 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

減少したため、平成 26年以降実施していません。 

◇ 本市は環境負荷を低減する取組みを効果的に推進するため、環境マネジメントシステム「エ

コアクション 21」に取り組んでいます。 

◇ 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、多くの子ども達が家庭で地球温暖化防止につ

いて学んでいます。 

◇ 本市は平成 27年 3月 31日に自主運行バスを全て廃止し、デマンド型乗合タクシーを運行

しています。 

② 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) 

30,451 

t-CO2 
A 

売電契約世帯数 
560 世帯 

(H17) 

4,800 世帯 

(H28) 
5,508 世帯 A 

グリーン電力発電量 33.3 万 kWh 45 万 kWh 実施なし ― 

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・キッズ事業参加校数・ 

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) H27.3 廃止 ― 

市役所ノーカーデーの実施率 33.7% 40.0%以上 43.2% A 

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

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 
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7 

環境目標６ 環境教育・環境保全活動の推進

① 主な取組みと評価 

◇ 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招き、平成 28 年度は年間

14 回の自然観察会等を開催しました。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。 

◇ 環境への負荷が少ない再生可能エネルギーを普及するため、「いわたエコパーク」において、

園児や小学生を対象に風力発電施設の見学会を開催しました。 

◇ 小中学校や大学で地球温暖化対策や市の環境施策等を題材に講座を開催しました。 

◇ 市内で活動している市民活動団体のうち、環境保全団体の登録件数は、平成 2８年度末現

在、25 団体となっています。 

② 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 

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 
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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 

H29.5.1 

～10.31 

庁内メール 

庁舎内へ掲示 

冷房による電力消費を抑え、省エネルギーを進

めるため全庁でクールビズを実施
全職員 

H29.5.9 

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 

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 

111 人 

H29.5.26 

緑のカーテン講習

会 

公立幼稚園・保育園・こども園での積極的な「緑

のカーテン」への取り組みを推進するため、磐

田南幼稚園で緑のカーテン講習会を開催

幼稚園・保育

園・こども園

職員 

H29.6.21 

H29.7.7 

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 

H29.6.21 
いわたエコ通信第

15 号 

ライトダウンについて 
全職員 

H29.7.7 

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 28 年度取組状況について 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 平成 29 年度更新審査について 

13 人 

H29.7.28 部課長会 更新審査について 部課長 

H29.8.2 
いわたエコ通信第

16 号発行 

・平成 28年度ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 結果速報 
全職員 

H29.11.6 
いわたエコ通信第

17 号発行 

・ｸﾞﾘｰﾝ購入について 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 目標設定について 
全職員 

H30.1.18 
いわたエコ通信第

18 号発行 

・PCB の適正な処理について 

・食品ロスについて
全職員 

H30.1.24 
第 2 回環境管理委

員会 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 更新審査結果について 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 の取組状況等について 
13 人

H30.2.7 
庁内メール 環境関連法規遵守の周知、及び遵守チェック

の実施 
全所属 
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８．環境関連法規への違反・訴訟等の有無 

  平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月の法令違反や事故、異常事態の発生や関係機関から

の指摘事項などは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 

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 
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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 

 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 関係課 

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 29 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プラザ及び各支所等、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施設では、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、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。また、平成 29年度も全ての施設で

省エネルギー・省資源の推進について取り組みを継続し、認証範囲を磐南浄化センタ

ー等へ拡大することができました。 

省エネルギー・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 3.2％の削減となり、目標の５％削減には届きませんでした。また、コ

ピー用紙購入量についても、対平成 24 年度比 3.9％の増加となり、６％削減の目標を

達成できませんでした。水使用量の削減については、対平成 24 年度比 17.2％の削減、

廃棄物排出量についても、対平成 24 年度比約 17％の削減となり目標を達成していま

す。 

これらの結果を踏まえ、今一度それぞれの取り組みを検証し、さらに二酸化炭素排

出量や紙使用量の削減に徹底して取り組んでまいります。 

磐田市は、暮らしやすい生活や活力のある持続可能な社会を目指すために平成 30

年 3 月に「第 2次磐田市環境基本計画」を策定しました。本計画に掲げる望ましい環

境像「水と緑が彩る みんなが暮らしやすいまち 磐田」を目指し、将来の世代へ引

き継ぐことのできる持続可能な社会を形成するための取り組みを着実に進めてまい

ります。 

平成３０年８月１日     

                       磐田市長  渡 部  修  
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