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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 

（１）自治体名及び代表者名 

磐田市 

  代表者 市長 渡部 修 

（２）所在地 

  静岡県磐田市国府台３番地１ 

（３）環境管理責任者氏名 

  磐田市環境水道部長 松下 享 

（４）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

（５）事業活動の内容 

  地方行政事務 

（６）事業の規模 

  職員数（平成 30 年 4 月 1 日）（正規、嘱託、臨時） ３，３４６人 

  延べ床面積（平成 30 年度末） ５３７，３３８．７７㎡ 

（７）認証・登録の範囲 

  ① 認証・登録状況 

認証登録年月 施 設 名 

平成 23 年 10 月 市役所本庁舎、西庁舎、ｉプラザ 

平成 25 年 10 月 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）

平成 27 年 10 月 小中学校、幼稚園、保育園、こども園 

平成 29 年 10 月 磐南浄化センター 

  ② 今後の予定 

    次回更新時以降に各交流センター22 カ所の認証・登録を目指します。 
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２ 実施体制

（１）エコアクション２１の推進体制

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】  H31.4.1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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３ エコアクション２１に係る環境目標

○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） 

29,375,91

2
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

 化学物質の適正管理 化学物質や薬品を適正に管理します。 

各課の独自の取組み 各部署本来の業務で効率化や地域環境の負荷低減、保全等に努めます。

※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 

①市役所の全施設                     （単位：t-CO ） 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H24年度比

電気使用量 18,207.3 18,801.8 18,443.2 21,444.7 22,023.0 22,091.2 21,988.4 20.8%

ガソリン 381.9 380.3 374.8 350.7 335.4 325.7 325.2 -14.9%

灯油　 1,406.4 1,565.9 1,427.0 1,498.1 1,398.0 1,502.0 1,242.1 -11.7%

軽油 255.1 248.1 220.0 195.5 189.8 187.2 182.7 -28.4%

Ａ重油 3,301.2 2,755.9 2,538.7 2,558.3 2,678.5 2,544.0 2,176.7 -34.1%

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 819.6 688.0 745.4 661.8 664.7 696.5 666.3 -18.7%

天然ガス 0.6 0.6 0.5 0.6 -100.0%

都市ガス 837.3 870.6 864.3 851.5 905.5 945.7 958.4 14.5%

全体排出量 25,209.6 25,311.3 24,613.7 27,561.3 28,194.9 28,292.3 27,539.8 9.2%

*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 

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、中部電力株式会社の電気事業者別排出係数を用

いました。（環境省・経済産業省：平成 24 年度公表） 

②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 平成30年度 H24年度比

電気使用量 18,207.3 18,801.8 18,443.2 17,648.3 18,219.5 18,326.7 18,216.1 0.0%

ガソリン 381.9 380.3 374.8 350.7 335.4 325.7 325.2 -14.9%

灯油　 1,406.4 1,565.9 1,427.0 1,498.1 1,398.0 1,502.0 1,242.1 -11.7%

軽油 255.1 248.1 220.0 195.5 189.7 187.2 182.7 -28.4%

Ａ重油 3,301.2 2,755.9 2,538.7 2,266.3 2,367.3 2,428.5 2,063.7 -37.5%

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 819.6 688.0 745.4 661.8 664.6 696.3 666.3 -18.7%

天然ガス 0.6 0.6 0.5 0.6 -100.0%

都市ガス 837.3 870.6 864.3 851.5 905.5 945.7 958.4 14.5%

全体排出量 25,209.6 25,311.3 24,613.7 23,472.9 24,080.0 24,412.1 23,654.5 -6.2%

*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

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、中部電力株式会社の電気事業者別排出係数を用

いました。（環境省・経済産業省：平成 24 年度公表） 

③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 H30年度 H24年度比

41,399,120 42,515,393 42,647,028 42,448,569 20.8%

34,070,048 35,172,785 35,379,649 35,166,252 0.0%

都市ガス使用量( ) 375,468 390,420 387,580 381,850 406,033 424,077 429,770 14.5%

106,354 106,800 111,897 107,057 -18.7%

106,329 106,777 111,876 107,037 -18.7%

灯油使用量( ) 564,804 628,856 573,077 601,661 561,445 603,224 498,827 -11.7%

944,014 988,389 938,753 803,222 -34.1%

836,282 873,560 896,137 761,513 -37.5%

混合油等使用量( ) 30,924 35,951 23,714 19,301 16,216 15,966 20,520 -33.6%

ガソリン使用量( ) 162,361 157,458 155,699 146,358 141,103 137,133 133,534 -17.8%

軽油使用量( ) 69,027 66,706 67,415 61,298 60,801 59,847 56,918 -17.5%

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

131,690 110,538 119,753

1,218,172 1,016,955 936,773
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〈考察〉 

二酸化炭素排出量は、平成 24 年比 9.2％増加しており目標の 6.0％削減を達成でき

ませんでした。 

ただし、この数値は平成 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

含んだものであり、基準年度の排出量に算入されていない同センターを除いた場合の

二酸化炭素排出量は、平成 24 年度比 6.2％削減しました。 

引き続き、職員の意識啓発に努めるとともに、各施設の状況に応じた省エネ対策を

推進していきます。 

（２）廃棄物排出量                          （単位：kg） 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H24年度比

可燃ごみ 124,903.2 129,432.0 142,097.0 129,979.5 127,478.6 114,489.3 95,566.2 -23.5%

給食残飯 77,334.4 68,383.3 64,001.8 51,535.0 57,336.5 56,976.3 52,784.9 -31.7%

古紙 41,110.2 40,560.9 40,807.7 41,871.2 45,035.8 33,100.5 38,051.8 -7.4%

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 4,693.4 -21.7%

機密文書 24,516.4 22,862.6 25,044.2 25,211.0 29,260.2 34,041.4 31,432.8 28.2%

容器包装プラ 12,837.5 12,424.6 8,946.0 7,265.3 7,349.0 5,865.8 6,699.0 -47.8%

空き缶 1,461.4 2,041.8 1,200.8 1,105.1 1,072.7 1,079.0 1,296.7 -11.3%

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 1,140.3 906.7 865.7 759.8 826.8 732.5 -31.6%

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 3,502.9 -49.6%

電池・蛍光灯 581.4 744.0 498.5 595.5 869.6 716.4 758.5 30.5%

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 5,387.0 -68.8%

合計 314,555.0 307,644.7 299,874.7 274,252.8 282,548.2 261,205.6 240,905.7 -23.4%

*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

〈考察〉 

廃棄物排出量は、平成 24 年度比 23.4％削減し目標の３％削減を達成することがで 

きました。 

  情報セキュリティーに対する意識の高まりから基準年度と比較して機密文書の排出

量が増加していますが、今後も可能な限り裏紙利用を推進していきます。 

（３）水使用量                             （単位： ） 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H24年度比

上水道 704,156 611,642 556,059 559,663 558,912 540,795 529,770 -24.8%

地下水 502,812 506,982 353,742 539,958 590,689 458,986 456,871 -9.1%

合計 1,206,968 1,118,624 909,801 1,099,621 1,149,601 999,781 986,641 -18.3%

〈考察〉

水使用量は 18.3％減少し削減目標６％を達成することができました。 

引き続き節水に努めるとともに、施設管理者へ漏水の防止と早期発見を呼びかけて

いきます。 
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（４）コピー用紙の購入量                         （単位：枚） 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H24年度比

Ａ４ 23,052,000 22,527,038 22,275,876 22,226,880 26,051,762 24,361,710 23,438,800 1.7%

Ａ３ 1,220,300 1,473,500 1,459,356 1,140,000 1,987,500 1,392,000 1,350,500 10.7%

Ｂ５ 1,197,750 1,412,000 1,087,500 952,000 1,080,000 1,101,500 922,500 -23.0%

Ｂ４ 1,990,000 1,846,000 1,645,500 1,570,500 1,825,000 1,691,000 1,355,000 -31.9%

合計（A4換算） 29,375,913 29,302,038 28,478,463 27,576,630 33,574,262 30,508,335 28,864,175 -1.7%

〈考察〉 

コピー用紙の購入量は平成 24 年度比 1.7％削減しましたが、目標の７％削減は達成

できませんでした。 

今後も裏面利用やＮ－ＵＰ印刷の推進を図るとともに、電子決裁やタブレット利用

といった印刷物のデータ化に努めます。 

（５）グリーン購入率          （％） 

項目 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 Ｈ30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% 94.8% +3.5%

〈考察〉 

グリーン購入率は目標の 100％には達していませんが、平成 24 年度比 3.5％の改善

が図られました。 

今後も環境管理推進員を対象とした説明会を通じて職員の意識向上に努めるととも

に、グリーン購入が達成できなかった商品については事務局が状況を把握し対応を検

討します。 

（６）化学物質の適正管理 

   薬品やその他化学物質については、外部への漏洩が無いように適切に管理していま

す。（薬品等の管理簿作成、施錠管理など） 

（７）本来業務の取組 

   平成 30 年３月に第２次磐田市環境基本計画を策定し、豊かな自然環境を将来の世代

まで継承するとともに、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

が実感できるまちづくりを推進しています。 

   なお、エコアクション２１における各課の取り組みは、「５．環境活動取組目標の状

況と評価」に記載しており、本来業務の中で環境負荷の低減を目指しています。 
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５ 環境活動取組目標の状況と評価（平成 30 年 4月～平成 31 年 3 月） 

(1)各部署独自の環境活動取組目標の内容と評価 

 総務課 

取組項目 取組内容 結  果 

可燃ごみの削減 紙は出来るだけ可燃ごみにせず、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。 

両面コピーと両面印刷の徹底、Ｎアッ

プや裏紙の利用により、古紙及び機密

文書の排出量が大幅に減少することが

できた。 

例規審査委員会では、タブレット端末

を使用することで、コピー用紙の使用

が削減できた。 

印刷紙の削減 両面コピー、両面印刷の徹底。Nア

ップの積極的使用で紙の節減。 

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 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 昼休み、残業時には、不必要な照明

の消灯に取り組む。 

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。 

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。 

紙を打ち出さなくてもよい電子決

裁や電子供覧を推進する。 

両面印刷、裏面利用を呼び掛け、用紙

使用量を削減した。 

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。 

全庁におけるノー残業デーの取組みに

より電気使用量の削減に貢献できた。 

情報政策課 

取組項目 取組内容 結  果 

プリンタ等の情報

機器の適正配置に

向けた調査の実施 

各所属の利用に見合った適正配置

を行うことで、全庁的な節電につな

がるよう努める。 

情報化リーダーへ情報機器の配置調査

を実施し実態を把握。今後の配置計画

の参考とする。 

ペーパーレス会議

の推進 

会議資料を電子データにして、タブ

レットで閲覧、メモ加筆をする会議

を推進する。 

環境管理委員会、システム評価委員会

での実施。 

ペーパーレスファ

ックスの推進 

DocuWorks トレイについて周知し、

ファックスを電子データで送受信

する仕組みを推奨する。 

情報政策課、市民課、竜洋支所市民生

活課にて実施、総務・職員・公室の 3

課での実施に向けた検討開始。（既に契

約検査課で導入済） 
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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 

来庁者や訓練参加者、講座受講者等

に対して、いわたホッとラインの登

録を引き続いて呼びかける。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。 

登録者数 H31.3 月末 27,196 人 

（H30.3月末と比較し4,874人の増加）

登録者数の増加により、従前より多く

の方に防災・災害情報がいきわたるよ

うになった。台風接近時など適切な行

動がとれるようになったと推察する。 

契約検査課 

取組項目 取組内容 結  果 

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 200 件、建設業関連業務委託

80 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。 

ペーパーレス化のため、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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市民課 

取組項目 取組内容 結  果 

マイナンバーカー

ドの普及・啓発 

各種届出を行う来庁者に対し、直接

窓口でチラシを配布しながらマイ

ナンバーカード申請の呼び掛けを

実施する。また、広報を活用し、市

民に広く周知する。交付率を 12％ま

で向上する。 

マイナンバーカードの周知広報に努

め、年間 3,460 人へ交付、交付率を

11.3％まで向上させた。 

平成31年2月1日から証明書コンビニ

交付が開始した。開始から平成 31年 3

月末までの証明書発行通数は合計 365

通と、順調に利用が進んでいる。 

待ち時間の短縮やいつでもどこでも利

用できるなど利便性の向上、申請書不

要により記入の手間や印刷物削減、マ

イナンバーの適正な情報連携による書

類審査不要など、様々な効果が得られ

た。 

証明書コンビニ交

付開始 

平成 31 年 2 月 1 日からの証明書コ

ンビニ交付の適正運用開始に向け、

関係各所との調整や準備などを十

分に行う。また、広報を活用し、市

民に広く周知する。 

福田支所 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 ・自然換気を心がけ空調経費を削減

・就業前及び昼休みの消灯、時間外

勤務時の部分消灯の徹底 

・長時間離席、未使用時のパソコン

シャットダウンの徹底 

・太陽光発電装置の有効利用 

電気使用量 

 289,817kw（H29） 250,328kw（H30）

▲39,489kw 

ガス使用量（LP ｶﾞｽ）  

1,057  (H29) 1,315  (H30)  

258  

公用車の燃料削減 ・近距離の移動は徒歩 

・急発進、急加速はしない 

（エコドライブの徹底） 

車購入燃料  

1,488L（H29 1,115L（H30） 

 ▲373L 

公用車走行距離 

15,311km(H29) 11,327km(H30) 

 ▲3,984 km 

燃費  

10.28km/L(H29) 10.15 km/L(H30) 

 ▲0.13 km/L 

廃棄物の減量化 ・電子ファイルの積極利用によるペ

ーパーレス化 

・両面コピー、両面印刷、Ｎアップ

印刷の徹底 

・裏紙の積極利用 

用紙購入量  

128,000 枚（H29） 122,000 枚 (H30）

▲6,000 枚 

ごみ排出量  

306kg(H29) 197kg (H30) 

▲109kg 
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竜洋支所 

取組項目 取組内容 結  果 

エアコンの適正使

用 

庁舎南側に緑のカーテンを設置し、

冷房の使用を抑制する。冬季は植栽

物を除去し、日照の確保を図る。 

緑のカーテンを庁舎南側に設置し、冬

季は植栽物を除去し、日照を効果的に

確保した。その結果、エアコンの灯油

使用量を前年より削減できた。（H29 年

度19,000  → H30年度18,000   △

1,000  ）

排出ゴミの分別の

徹底 

事業系ごみとして排出される庁舎

内のごみの分別を適正に行い、排出

量を削減する。 

排出物の材質ごとに専用ボックスを設

置し、正確な分別を実施した。また、

分別・再利用の徹底を図ることにより、

職員のゴミ減量への意識付けを高める

ことができた。 

イベントでのゴミ

排出ゼロ運動の推

進 

主催者と協力し、イベント（竜洋海

洋フェスタ）で出店者や来場者にゴ

ミの持ち帰りの PRを行ない排出ゴ

ミゼロを目指す。 

台風 12 号の影響により竜洋海洋フェ

スタが中止となり、上記取り組みは実

施できなかった。他のイベント等にお

いて、「ゴミ排出ゼロ運動」の推進に努

めた。 

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 

・長時間離席の際のパソコンシャッ

トダウン励行 

・空調設定時間の調整 

・計画的な道路・公園等パトロール

の実施 

電気使用量の削減  

平成 29 年度   258,440kwh 

平成 30 年度   237,295kwh 

21,145kwh の節電 

燃料使用量の削減 エコドライブの徹底及び軽自動車

の利用促進 

燃料使用量の削減 

平成 29 年度 1,200 リットル 

平成 30 年度 1,080 リットル 

120 リットル の節約 

紙使用量の削減 裏紙の活用、両面印刷の促進 紙使用量の削減   

平成 29 年度 150,000 枚 

平成 30 年度 125,000 枚 

昨年より 25,000 枚節約 

地域イベント開催

での 3Ｒ活動 

地域イベント（豊田ふれあいフェス

タ）での 3Ｒ活動 

地域イベント開催での３Ｒ 

（発生抑制・再使用・再生利用）活動 

集客数が 5,000 人位 
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豊岡支所 

取組項目 取組内容 結  果 

ガス使用量の削減 緑のカーテンを庁舎南側に設置し、

エアコンの消費電力を抑える。 

緑のカーテンを設置する事により室内

温度を下げることができ、エアコンの

ガス使用量が減り消費電力を抑えるこ

とができた。 

（ガス：29年度3,563  、30年度2,999

 △564  ）

紙使用量の削減 裏面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。 

集約コピーを促進する。 

裏面利用等紙の使用の節約意識により

紙の購入量が減った。 

（29 年度 43,500 円、30 年度 7,500 円 

△36,000 円） 

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。

（29年度168kg、30年度202kg＋34 kg）

窓口受付の業務効

率の改善 

全ての受付業務を多くの職員が処

理できるようにすることで、窓口の

待ち時間の短縮を図る。 

全ての受付業務を多くの職員が処理で

きるように努めた事及び、一つの業務

に対しても対応できる職員が手分けし

て処理することによりお客様の待ち時

間の短縮を図ることができた。（約 1～

2分程度） 

秘書政策課 

取組項目 取組内容 結  果 

1.電気使用量の削

減 

2.廃棄物の削減 

3.業務改善の推進 

1.・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。 

2.・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。 

3.・一グループ一改善制度の目標に

業務の効率化の推進を設定し時間

外労働の削減を図る。 

○始業前、昼休みの消灯を毎日欠かさ

ず実施することができた。 

○自分で持込みしたゴミを持ち帰るこ

とにより、可燃ごみの量 40ｋｇ／年減

らすことができた。 
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広報広聴・シティプロモーション課 

取組項目 取組内容 結  果 

紙使用量削減 裏紙利用の活用 裏紙利用の促進や不要な印刷をなくす

ことにより、前年度に対して 34,000

枚削減することが出来た。 

消費者教育の推進 児童クラブ対象の消費者講座「ごみ

分別ゲーム」の実施する 

10 回 397 人の小学生に、ごみの分別の

大切さや役割を学んでもらう講座を実

施した。アンケートから、ごみを分別

する大切さがわかったなど消費者教育

を推進することが出来た。 

財政課 

取組項目 取組内容 結  果 

庁舎の機能維持・

改善のため、建築

設備等の効率的な

保全を実施する。 

・電話交換機設備改修工事の実施 

・照明器具設備改修工事の実施 

・本庁舎空調設備改修工事の実施 

本庁舎長寿命化改修工事を実施した。 

照明器具設備等改修工事では、照明器

具 235 灯の LED化により省電力化を図

った。 

財産の有効活用に

努める。 

・普通財産の貸付 

・将来活用する見込みのない普通財

産の売却の実施 

・財産貸付状況（長期・短期含む） 

 138 件 16,755,339 円 

・財産処分状況 

  法定外公共物等15件 46,057,621円

・普通財産   3 件 122,996,000 円 
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市税課 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 ・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。（カウンター以外）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。 

紙使用削減の取り組みとして、プリン

タに裏紙を常時セットしておきすぐに

使用できる状態にした。 

市税の口座振替等

の推進 

家屋調査での案内並びに納税義務

者へのモバイルクレジット及び口

座振替案内チラシ(納税通知書へ同

封)を通して、市税の口座振替を推

進する 

納税通知書を送付する際に、口座振替

やモバイルレジの案内チラシを同封

し、納税者へ広く案内することができ

た。 

収納課 

取組項目 取組内容 結  果 

大小の紙片や古紙

のリサイクルの促

進 

ごみ箱に専用袋を設置し、大小の紙

片をリサイクルできるようにする。

可燃ごみとして捨てがちだった紙片を

手軽に古紙リサイクルに回せたこと

で、古紙量を前年度より 317ｋｇ増や

すことができた。 

裏紙利用の促進 裏紙専用の収集箱を設置し、個人情

報等のチェックを経て使用可能な

裏紙を使用する。 

約 3,000 枚を裏紙として利用。その分、

コピー用紙の利用量を削減できた。 

地域づくり応援課 

取組項目 取組内容 結  果 

環境に配慮した照

明器具への更新 

交流センター体育館照明灯のＬＥ

Ｄ化を促進し、13館のうち、10 館

を施工する。 

13施設すべてをLED化することができ

た。このことによって、70％程度の電

気使用料量が削減された。 

-19-



スポーツ振興課 

取組項目 取組内容 結  果 

教室や大会用の備

品の効率的な管理

と活用の推進 

備品のリスト、置き場所を明確化す

ることで、備品捜索作業を効率化す

るとともに、不足した備品の調達も

容易にできるようにする。 

マグネットを用いて置き場所を明確に

したことで、作業の効率化、不足した

備品の早期調達ができた。 

印刷機の無駄遣い

の抑制と効率的な

作業の推進 

操作方法をイラスト化して表示す

ることで、紙の無駄遣い抑制と作業

の効率化を図る。 

操作方法をイラスト化して表示し、印

刷ミスによる紙の無駄遣いが抑制され

た。 

指定管理報告資料

の効率的な活用の

推進 

指定管理者から提出された事業報

告書を施設ごとにとりまとめ、施設

に関わるデータ作成を効率的に行

うことで作業時間の短縮を図る。 

事業報告書を施設ごとにとりまとめ、

データ入力作業を効率化することで作

業時間の短縮を図ることができた。 

文化振興課 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 就業前および昼休み消灯の徹底 昼休み等の消灯を徹底し、センターの

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 

両面コピーや裏面利用、2ＵＰ印刷で紙

使用量の削減に努めた。 

竜洋なぎの木会館 

取組項目 取組内容 結  果 

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。 

グリーンカーテンを実施し、遮光を図

り室温の上昇を抑制した。 

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。 

照明などの LED化により電力消費の抑

制を図った。 

設備修繕に合せて

た省エネ設備への

交換 

設備修繕時に、省エネ設備への交換

を選択する。 

エアコンを省電力のものに更新し、電

力消費の抑制を図った。 
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福田中央交流センター 

取組項目 取組内容 結  果 

コピー用紙グリー

ン購入率 100％ 

センター及び地域づくり協議会・自

治会利用のコピー用紙をグリーン

購入 

コピー用紙グリーン購入 100％実施 

用紙の再利用促進 機密文書と再生利用可能用紙を区

別に努める。裏紙利用を促進する。

機密文書と再利用可能用紙を区分し、

機密文書の排出量の削減に努めた。 

電気・灯油の節約 利用者に不便をきたさない程度に

節電に努める。使用後の消し忘れを

速やかに確認する 

各会議室等の使用後のチェックを徹底

し、節電に努めた。 

電気使用料 H29  109,164ｋＷｈ 

      H30  103,051ｋＷｈ 

国保年金課 

取組項目 取組内容 結  果 

ジェネリック医薬

品普及促進等の実

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

意識を高める。レセプト点検の推

進、保健事業の実施により、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年 3

回発送し、利用率は前年より伸びてい

る。また、今年度は利用率が低い年齢

層を対象に利用促進チラシを配布し、

持続木可能な医療保険制度の環境を整

える体制がより充実したと言える。 

時間外削減による

電気使用量の節減

（新規） 

週 2回のノー残業デー実施のほか、

職員一人一人が時間外削減に努め

るにことより、電力使用量の節減を

図る。H30.4～H30.8 

毎週水・金は 18 時に退庁 

H30.9～H31.3 

毎日 18 時までに退庁 

また、この取り組みにより、職員の

健康増進につながり、より効率的な

サービスの提供が期待できる。 

毎週月・水・金曜日をノー残業デーと

し、18時退庁に努めた。これにより前

年度に比較し、時間外削減となり、電

気使用量の削減につながっていると言

える。 
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福祉課 

取組項目 取組内容 結  果 

ノー残業デー実施

による電気使用量

の削減 

ノー残業デー実施による電力使用

量の節減、就業前および昼休み消灯

の徹底。 

年度当初から毎週水・金曜日は 18

時までに退庁。 

平成 30年 9月までに毎日18時まで

の退庁を目指す。 

毎週月・水・金曜日をノー残業デーと

して定め、18 時までに退庁。電力使用

量の節減に努めた。 

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。 

医療と介護の専門職によるチーム

が認知症家族宅を訪問し、初期の支

援を包括的、集中的に行い、自立生

活のためのサポートを行う。 

認知症サポーター養成講座を実施

し、認知症高齢者の見守り体制を強

化する。 

年間 1,758 人の方に認知症サポーター

養成講座を受講していただき、認知症

高齢者の見守り体制を強化した。 

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、紙使用量を削減 

H29 年度 A4 再生紙使用 1,150,000 枚 

H30 年度 A4 再生紙使用 1,065,300 枚 

健康増進課 

取組項目 取組内容 結  果 

いきいき百歳体操

を推進し、高齢者

の介護予防を推進

する 

H30年 2月末時点 74か所開催して

いるが、90箇所に拡大するよう、広

報に努める 

H30 年度実績 

いきいき百歳体操実施団体数 91 団体 

オフィスにおける

環境への取組 

ごみ排出量の減少 

ごみの排出量が減るよう、無駄なプ

リントアウトはしない、メモや付箋

の使い方を考える、配布物の印刷枚

数は余らないようにする 

ごみ排出量の減少 

（H29 年度 3,178kg） 

H30 年度実績  ゴミ排出量 1,202kg 
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子育て支援課 

取組項目 取組内容 結  果 

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。 

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。 

ノー残業デー実施

による電力使用量

の削減 

ノー残業デーの実施により 18時に

消灯。毎週水・金曜日は 18 時まで

の退庁を目指す。 

ノー残業デーの実施により 18時に消

灯を行った。 

（毎週水・金曜日実施） 

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。 

 昼休みにできる範囲での消灯、エレベ

ーターの使用を控える、クールビズや

夏場のポット使用を控えるなど、職員

の意識により、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園敷

地の冷却ができた。園庭の芝生につい

ては、引き続き管理を行うことで、保

育環境の向上につながった。 

ひと・ほんの庭 にこっと 

取組項目 取組内容 結   果 

電気使用量の削減 一時間以上デスクから離れる際は

パソコンの電源オフを徹底する 

今年度立ち上がった課であるため、前

年度との比較はできないが、上記取組

により紙の節約を心がけることができ

ている。また、紙媒体ではなく電子媒

体を使用して当館での講座の広報を行

い、紙の使用量を削減している。外出

時は必ずパソコンを閉じ、節電に取り

組む姿がみられる。 

家庭で出た資材を使って玩具や掲示物

等数多く作成しており、ゴミの排出量

の削減につながっている。 

紙使用量の削減 ①可能なものは両面印刷を行う 

②使用済み用紙の裏面を利用する 

③配布物は余らないよう適切な数

を印刷する 

ごみの排出量の削

減 

家庭で出た牛乳パックや段ボール

など、資源を再利用して学習用教材

を作成する 
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磐田北幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

ごみの分別 保育活動や事務処理の中で出たゴ

ミを細かく分別し 資源への活用

をしていく。また、子どもたちにも

ごみの分別に関して丁寧に指導し

ていく。 

ごみの分別の仕方について、園全体で

共通理解をしたことで細かいゴミの分

別を実践することができた。また、写

真や張り紙を活用し子ども達にもゴミ

の分別について伝えていったことで、

意識して取り組む姿が増えた。 

資源の活用 教材は常に整理整頓を行い、購入す

る前に現在ある物を確認したり再

利用したりしていく。また、廃材製

作を保育活動の中で取り入れてい

き資源を活用していく。 

教材の整理整頓や再利用を心掛けたこ

とで、資源を無駄なく活用することが

できた。 

磐田南幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

ごみ排出量の削減 子どもにも分かりやすい絵表示を

用意し、ごみを分別して捨てる意識

をもてるようにする。 

各部屋に紙袋を用意し、不要な紙類

を資源にまわす。 

絵表示を用意したり、声を掛けたりす

ることで、燃えるごみ、燃えないごみ、

紙類を分別して捨てるようになった。 

紙類を資源に回し、ごみの量の削減を

意識したことで、可燃ごみが昨年度よ

りも 100kg 減少した。 

園舎周辺の美化 月に一度、美化活動の時間を設け、

子どもたちと一緒に園舎周辺の石

拾いや草取りを行う。 

月初めの清掃の時間に園全体で石拾い

や草取りを行ったことで、園舎周辺の

美化につながった。 

向笠幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

整頓された園内環

境を心がける 

整理整頓することにより、探す時間

の短縮、重複した教材発注をさける

等、様々な仕事の効率化をはかる。

子ども(年長児)にもリサイクルの

意識を高める。職員室だけでなく、

今年度は年長保育室においても、雑

紙を回収し、リサイクルの大切さを

知り、覚える取り組みを行う。 

各学期末の大掛かりな整理整頓だけで

なく、気がついた時に、より便利に使

用できる工夫や、整頓の仕方を考え実

践した。使用後片付けやすく、見た目

もすっきりし、整頓した状態を保とう

という意識が持てた。 

年長組の雑紙の回収は、量的には紙袋

5袋分と少量だったが「これはどっち

に捨てるの？」との子どもの声があが

った。紙はリサイクルできるという気

持ちを持てた子が増えた。 
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長野幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

園内及び、園周辺

の美化活動 

・職員と子どもたちで、園及び園 

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。 

職員と園児で、園庭の草取りや石拾い

等の美化活動を必要に応じて行った。

また、地域の交流センター周辺の清掃

活動(月 1回)を通して、地域を自分た

ちの手で美しく大切にしようとする気

持ちが育った。 

ゴミの分別は、ゴミ箱の表示を見て分

別するようになってきた。 

田原幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

紙資源の削減 配布する手紙は両面印刷をして、要

件をまとめて最少枚数を印刷する。

裏紙を利用する。 

今年も参観会の案内の手紙をクラス便

りと両面刷りにしたことで、約 5×60

枚減らすことができた。要件もまとめ、

1枚を裏紙で印刷するようにした。

毎月の職員会議はパソコン上で話し合

いを進め、必要最小限を印刷するよう

にした。 

ごみの量の削減 端紙は、使えるものは遊びで使って

いく。 

各部屋に紙袋を用意して不要な紙

類を入れるようにし、古紙回収に出

すようにする。 

端紙を使って、子ども達が自由にあそ

べるようにしたことで遊びが広がっ

た。 

不要な紙入れを各部屋に設け古紙回収

に出した事でごみの量が減った。 

東部幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

・資源（電気・水・

紙）を大切に使う

意識を持つ。 

・パソコン内で確認できるものは、

印刷をしない。 

・紙を大切に使うことや資源になる

ことを、子どもが考えるきっかけに

していく。 

・画用紙等、端の部分も子どもの製

作などに使い、ごみはクラスごとに

紙袋に入れ、資源にまわす。（年間

何袋資源にまわせたか結果をだす）

・パソコンで確認できる職員会議など

は、印刷をせず PC 上で行った。 

・紙の使い方や、捨て方を子どもにも

伝え、大切に扱うようになった。（雑紙

～年間紙袋 40袋） 

野菜の栽培を通し

た環境学習 

自園に在る畑や樹木になる植物を

通しての環境学習をしていく。 

季節ごとに収穫できる果実や、野菜を

子どもと栽培し収穫したり地域の方と

調理したりして、美味しくいただいた。
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磐田中部幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

地域への愛情を育

む環境教育の推進 

磐田中部幼稚園 

最後の 1年にでき

ること 

・すき間スペースを活用した収穫体

験 

・地域の方と一緒に取り組む自然体

験 

・園環境を効果的に活用した栽培活

動 

・園庭だけでなく、園の表裏のすき間

スペースにさつま芋を植えて収穫を楽

しんだり、花を植えて四季を感じたり

することができた。 

 地域の人からも声を掛けられること

もあり、園環境を効果的に活用するこ

とができた。 

磐田西幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

リサイクル用品で

教育的意義のある

玩具の作成 

牛乳パック、ペットボトル ペット

ボトルのふた、トイレットペーパー

のしん食材トレーなどの廃材を保

護者より回収、利用し教育的意義の

ある用具の作成（参観会 家族参観

会では保護者とともに） 

家庭からも廃材を収集し、教育の一環

として廃材遊びの中で廃材をリサイク

ルやリユースしていくことで、子ども

たちのもったいないから何かに利用し

ようという意識が高まった。 

保護者を巻き込ん

でリサイクル・リ

ユース 

ゴミの分別を含め、リサイクル･リ

ユースできるものの分別をしなが

らそれらを教材にいかす。 

ゴミ箱の表示を工夫して、ゴミの分別

クイズなどの会話の中でまだ使えるか

どうか意識する子が増えた。 

保護者と移設遊具

のペンキ塗り 

新遊具を購入はせず古い移設遊具

を保護者と協同によるペンキ塗り

でリユース。 

保護者が遊具のリユースをしてくれた

ことで、遊具を大切にする気持ちが育

った。 

-26-



竜洋幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

ゴミの削減 

身の回りのものを

大切にする 

○資源の有効活用 

・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、源回

収に出す。 

・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。 

・内部文書は裏紙を使用したことで、

紙の使用量を減らすことができた。 

・画用紙の端切れやトイレットペーパ

ーの芯など再利用できるものは、分

別しておき廃材遊びに利用すること

ができた。 

○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

みの徹底をしていく。 

・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。 

ごみの分別は、絵表示を用意したこと

で子ども達も分別することを意識する

ことができていた。 

豊田北部幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

水資源を守ろう！ 

～園児と共に水の

有効活用をする～ 

・砂、水、泥遊びでは直接水道から

水を取らず、タライにためてある

水を使って遊ぶ。 

・遊んだ後の泥水を、花壇やプラン

ターの水やり用、園庭への打ち水

にしたりすることを保育の中で

取り組み、子どもたちにも活用方

法を知らせていく。 

・水道水使用量を昨年度より 5％削

減する。 

タライを活用していくことで、子供た

ちにも無理なく、そこから水まきをす

ることを意識させることができた。ま

た、職員も、蛇口のチェックやポット

の残り湯を次の日の水まき用にするな

ど、より水資源削減への意識が高まっ

た。 
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豊田東幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

正しいごみ分別を

しよう。（職員、園

児、保護者） 

保育室におけるごみの分別 

・職員はごみの分別をして捨て、資

源として活用できるものは積極

的にリサイクルするなど、ごみ減

量、エコな暮らしにつながる意識

をもつ。 

・燃えるごみ、プラごみを絵表示し

『ごみを分別して捨てる』意識を

園児が持てるようにする。 

・職員によるごみの分別は意識して取

り組めた廃材や古紙は折り紙など教

材に利用し、資源として活用するこ

とができた。 

・園児へのごみの分別をその都度、指

導したが燃えるごみ、プラごみかの

分別は難しい物もあった。 

『分別して捨てる』という意識はひ

ろがっているので、引き続き指導し

ていきたい。 

豊岡南幼稚園 

取組項目 取組内容 結  果 

幼稚園の施設の維

持 

園内外をきれいに

する。 

毎日お掃除タイムを行い、園児と職

員とで園内外の掃除をする。 

幼稚園生活の流れで、午後の遊び後に

お掃除タイムを設定し、3歳児から 5

歳児、職員みんなでお掃除タイムを行

ったことで、幼稚園全体を主体的にき

れいにしようという気持ちが育ち、園

全体をきれいに保つことができた。 

ごみの分別の仕方

を覚える。 

ごみの分別が業者対応になり、やり

方が変わったので、新たに表示をし

て子どもも分かるようにする。 

各クラスのごみ箱に子供に分かる表示

をしたので、間違えることなく分別で

きるようになった。まだ使える紙かど

うかもわかるようになってきている。 

磐田北保育園 

取組項目 取組内容 結  果 

子どもたちにもっ

たいないの気持ち

を育てる 

～ゴミの削減って

なーに？リサイク

ルってなーに？～ 

給食はきれいに残さず食べること

でゴミの削減につながることを伝

える。（目標 5％削減） 

給食は苦手な物も自分から食べる子が

増えた。残食は 4月と 3月を比べると

約 90％削減された。 

・年齢に合わせてリサイクルの仕組

みを知らせる。 

・画用紙の切れ端やおやつで出たカ

ップなどを製作活動に利用して

いき、ゴミになってしまう物もま

だ活用できることを伝えて実践

していく。（各クラスに廃材、画

用紙の切れ端入れを設置する。） 

廃材や小さくなった画用紙を見つける

と子どもたちから「もったいないから

まだ使おう」という声が聞かれるよう

になった。廃材をすぐにゴミ箱に捨て

るのではなく、工夫して遊びに使って

いた。 
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二之宮保育園 

取組項目 取組内容 結  果 

ゴミの分別で、資

源の有効活用 

分別しやすい絵表示をつけたゴミ

箱を設置し、子どもたちと一緒に分

別をする。画用紙などの切れ端、空

き箱（おやつの箱、トイレットペー

パー芯）は、資源ゴミと別にし、遊

びに使えるようにする。画用紙の切

れ端は切りそろえ、次に使いやすい

ようにする。 

ゴミ箱に絵表示をつけることで、子ど

もが「このゴミはどっち？」と分別を

意識して捨てる姿が見られた。空き箱

を使った製作遊びも、工夫を凝らし楽

しむことができた。 

園内美化活動 月に一度、子どもたちと一緒に石拾

いや草取りを行い、園をきれいにす

る意識を高める。 

毎月とはいかなかったが、石拾いの時

間を設けると、その時間以外にも石を

拾ったり、草を取ったりする子どもも

いて、きれいにしようという意識が感

じられた。今後も続けていけるとよい。

竜洋西保育園 

取組項目 取組内容 結  果 

みんなでお散歩ご

み拾い 

（子どもと一緒

に、地域のごみ拾

い） 

◎お散歩ごみ拾い 

・月 1回、お散歩に出かけながら保

育園周辺の公園や神社などのごみ

拾いに取り組む 

・ごみ拾いを通して、ポイ捨てはし

てはいけないことを子ども達に伝

え、気づかせていく 

天候の厳しさもあり、毎月 1回のごみ

拾いを行うことはできなかったが、12

回中 7回は行うことができた。 

子ども達は、ごみを拾うたびに「こん

なところにもあったよ」「だめだね…」

という声が聞かれ少しずつごみを落と

してはいけないことに気付き始めた。 

散歩に出たときに、公園や神社で遊ぶ

とごみを見つけてくれる姿が見られる

ようになった。 

竜洋北保育園 

取組項目 取組内容 結  果 

子どもと一緒に資

源回収 

（紙や教材の再利

用・経費削減） 

・クラスで出る紙を再利用できるよ

うに、3歳以上児クラスや教材室

に雑紙を入れる箱を用意する。 

・資源として回収することで、昨年

の可燃ごみ量 

（2450ｋｇ）の 5％（120ｋｇ）を

減らす。 

・各クラスに箱を用意して、再利用に

心掛けるようにしたことで、職員も

子どもたちもごみを減らすことに意

識をもって取り組むことができた。 

・未満児クラスにおいては、ティッシ

ュを半分に切り、使用量を少なくす

るようにしていった。 

・昨年よりも 5％以上減らすことがで

きた。 
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豊田北保育園 

取組項目 取組内容 結  果 

みんなでわくわく

環境作り 

子どもたちが自ら環境に関わり、主

体的に遊べるように牛乳パックや

段ボールなどを再利用した環境作

りをする。 

他にもトイレットペーパー、ガムテ

ープの芯、カップを再利用し、教材

に生かしていく。 

段ボールを使用したキッチン台、棚、

ドリンクバーを作ったり、牛乳パック

で椅子、囲いを作ったり、子どもたち

が意欲的に遊びたいと思えるような環

境作りをしていった。園内研修でも環

境について考え、再利用した環境作り

を意識してもらえたと思う。 

地球に優しい豊北

っ子 

トイレットペーパーの使い方（量、

長さ）、ゴミの分別の仕方など、絵

表示などで子どもたちが分かるよ

うにする。また、物の大切さも伝え

ていく。 

トイレットペーパーの長さを絵表示で

示し、子どもたちに分かりやすくする

ことで、確認しながら使用する姿が見

られた。 

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設定と共通理

解子どもたちに分かりやすい絵表

示を作る 

ゴミの分別表示を絵で分かりやすくし

たことで、子どもの分別意識が高まっ

た。 

牛乳パックの再利用についてまま

ごとで使うイスや机を作る 

牛乳パックで、ままごと用テーブルを

4つ作成。今まで使っていた古いもの

は解体し、廃品回収へ出しリサイクル

につなげた。 

豊田南第 3保育園 

取組項目 取組内容 結  果 

「もったいない」

という言葉の意味

を子どもたちと一

緒に考え、限りあ

る資源を大切に使

うためのエコ教育

を行う。また、子

どもたちを通し

て、保護者にもエ

コについて関心を

もってもらう 

年齢に合ったエコ教育 

・「もったいない」とはどういうこ

とかを考えてみる。(水の出しっ

ぱなし、電気の消し忘れ、少し書

いただけで新しい紙をもらう等) 

・「落し物が持ち主に返らないのは

なぜか」を考えてみる。(無けれ

ば買えばいいと思っていないか、

持ち物にはどうして名前は書く

のか頭子どもの視点で話し合う) 

各クラスの担任が、手洗いのときなど

水の量を丁寧に指導したり、「もったい

ないばあさん」のイラストを貼ったり、

子どもたちの関心をひく工夫をしてい

た。 

名前を記入するよう繰り返し伝えたこ

とで、徹底され 

落し物が減った。保護者にも、意識し

てもらえたように思う。 
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大藤こども園 

取組項目 取組内容 結  果 

地域の特色（自

然・人材等）を生

かした保育活動の 

推進 

地域の方々や豊かな自然と触れ合

う活動を保育に取り入れ、地域の自

然の豊かさを知り、大切にする心を

育む。 

お茶摘み、お茶染め、たけのこ掘り、

干しいも作り等、地域の豊かな自然や

人との触れ合いを通して、地域のよさ

に気付き自然を大切にする心や、お世

話になっている方に、感謝の気持ちを

育むことができた。 

古紙回収し、資源

を大切にする気持

ちを育む 

片付け時ごみを分別し、古紙回収を

通して資源の再利用に努める。 

ごみの分別をすることで、ごみを減ら

し、まだ使えそうな紙を再利用し、資

源を大切にしようとする意識が高まっ

た。 

岩田こども園 

取組項目 取組内容 結  果 

地域資源（人や自

然）を生かした環

境教育の推進 

地域の方々や自然との触れ合う中

で地域の自然の豊かさを知り、野菜

を育てたりクッキングをしたり（3

回ずつ実施）しながら、自然を大切

にする心を育む。 

地域の方々に種まきや育て方を教えて

いただきながら、たまねぎ、じゃがい

も、人参、すいか、さつまいもや大根

を収穫した。クッキングする中で、野

菜に親しみを持ち、喜んで食べる姿が

みられた。 

可燃ごみの削減 可燃ごみは、ごみ・生ごみ・雑紙の

仕分けをする。子ども達に教えてい

くことでリサイクルに興味をもた

せていく。クラスにも雑紙入れを設

置し、可燃ごみの量を２０％削減す

る。 

雑紙入れを各クラスに設置したこと

で、子どもたちもごみを捨てる際、紙

でできているから雑紙入れに入れるな

ど、その他のごみと意識して分別しよ

うとする姿が見られ、可燃ごみの量が

削減できた。 
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豊田南こども園 

取組項目 取組内容 結  果 

心の育ちにつなが

る環境設定 

（花いっぱいコン

テスト・緑のカー

テン・各収穫） 

教材室、クラス備品の整理整頓を行

い、不足している物を事前に確認し

たり再利用したりする。（廃材利用）

資料を紙媒体からファイル・パソコ

ンで共通理解していく。 

支援員と打ち合わせの時間を設け、個

人反省、自己評価をする時間を作った

事が、環境活動について意識を持つこ

とにつながった。また、職員同士気付

きのきっかけ作りともなった。 

クラス備品を選別（少なく）したり、

共有教材の確認（声掛け）を頻繁にし

たりしたことで教材室が使いやすくな

り、無駄な使用も減ってきている。 

園のスペースを有効利用した栽

培・収穫活動 

開花時期を見通し、教師が率先し、楽

しそうに取り組む姿勢が、子どもたち

の「やってみたい」「一緒にやろう」と

する姿につながった。 

季節に応じて園庭に花が咲いており、

心も体も潤うことができた。自然物遊

び、異年齢とふれあう場ともなってい

る。 

青城こども園 

取組項目 取組内容 結  果 

節電、節水に心掛

ける。 

節電―使っていない部屋の電気や

エアコンヒーター、扇風機などは忘

れずに消す。 

節水―子どもたちにも水の大切さ

を話し、水を出す適量など声をかけ

る。洗濯物はまとめて洗う

こまめに電源を切る、水を大切に使う

ことを園全体で心がけ、子ども達にも

意識づけをすることができた。 

車での登降園を減

らす 

毎月のウォーキングデー週間の取

組。 

“歩育“を大切にし、ウォーキング

カードへ「家から」「駐車場から」「さ

んぽ」それぞれの種類のシールを貼

り、レベル１⇒レベル１０まで目指

していく。保護者にも協力してもら

い”歩育“への意識を高める。 

カードにシールを貼ることや、カード

のレベルが上がることを楽しみにし歩

く機会が増え、歩育への意識が高まっ

た。目標のレベル 10 を超え、レベル

12 のカードに到達する子も何名か見

られた。 
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豊岡こども園 

取組項目 取組内容 結  果 

豊岡地区の自然を

知って親しもう。

（環境教育） 

① 里山の自然に

触れる。 

② 地域を流れる

川で遊ぼう。 

①  

・ドングリの苗を植樹 

・カブトムシの幼虫や季節の草花に

触れる 

②  

・雨垂の谷でのカニ探し 

・プールの汚れをＥＭ菌できれいに

しよう。（プールの水がどこに流れ

ていくのか知る） 

① 里山で、ドングリの苗の植樹をした

り、カブトムシの幼虫や季節の草花に

触れたりすることを通して、地域の環

境を大切にする意識を高めることがで

きた。 

② 川遊びを通して、サワガニが住むき

れいな川である事に気付き、今後も汚

さない工夫や努力をしていく必要性を

感じることができた。 

保護者ボランティアの協力で、EM 菌発

酵液作りを行った。プールの汚れを抑

える効果があり、薬品を使わずプール

掃除ができることで、排水で河川の汚

染をしないことを知った。 

福田こども園 

取組項目 取組内容 結  果 

リサイクル出来る

物は必要な方に譲

っていくことで、

園児も保護者もエ

コ意識を高める。 

1  園用ズボンや帽子等、卒園児か

ら園に寄付してもらう。 

2  寄付された物の枚数や状態を

確認し再利用可能な物は、入園説明

会等で、必要な方に譲っていく。 

3 リサイクルを毎年循環していく

ことで、園児も保護者もエコ意識を

高めていき、資源を見直すきっかけ

をつくっていく。 

入園説明会時に、一人一点のリサイク

ル品の持ち帰りを呼びかけたところ、

園用ズボンを中心に、もらっていく家

庭が多かった。まだ使用できる物は使

おうというリサイクル意識が保護者に

も高まった。 

３月末、卒園児から、不要になりまだ

使用できる用品の寄付がダンボール３

箱分程あった。H31 年度の入園説明会

で配布することで活動を継続していき

たい。 
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竜洋東こども園 

取組項目 取組内容 結  果 

防潮堤ドングリプ

ロジェクト 

エネルギーをクリ

ーンに 

◎防潮堤へドングリ植えよう 

緑を増やして環境保全、減災への意

識を高める。 

ドングリの苗植樹 

 ３０年１２月事業者、環境課、都

市整備課との協働 

３０年１２月２０日（木）14:00～14:50

年長児１８名 保護者 竜洋東こども

園保育教諭３名 

磐田市・市緑化推進委員会との協働に

より、「ドングリ植樹」「クロマツ・広

葉樹の植樹」を実施。 

３月下旬―都市整備課より、ドングリ

の苗が枯れてしまったため、本園のド

ングリの苗を提供。 

ドングリを子どもと共に３年間をかけ

て育て取り組んだことで、植樹が実現

した。植樹をすることで環境を保全す

る大切さを実感し、減災への意識が高

まった。 
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産業政策課 

取組項目 取組内容 結  果 

紙の使用量の削減 裏紙利用、両面印刷、Ｎアップ印刷

を積極的に行う。 

裏紙利用、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 （朝礼終了まで）と昼（12：20 から

13：00 まで）に蛍光灯の消灯を行う。

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。 

商工観光課 

取組項目 取組内容 結  果 

印刷用紙使用量の

削減 

裏紙印刷、両面印刷、Nアップ印刷

の推進 

各交流センターや幼稚園・保育園・小

中学校へチラシやポスターを送る際に

古封筒を使用した 

庁内メールや資料の打ち出しの際に裏

紙を利用した 

可燃ごみ量の削減 各自ごみの持ち帰りによる可燃ご

み量の削減 

ポスターの再利用 掲載期間が終了し、不要になったポ

スターやチラシなどを希望する幼

稚園保育園に配布 

観光･イベントチ

ラシの削減 

観光イベント等のチラシを当課で

作成、必要分のみ印刷をして、チラ

シを削減 

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を当課で作成し、

必要最低限の印刷に留めた。 
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農林水産課 

取組項目 取組内容 結  果 

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（3農業者）取組

内容…ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ 516ha、有機農業

2,333a（計 2,849a） 

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。 

印刷用紙使用量の

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、前年度比 23％減。意識

向上した。 

可燃ごみの量の削

減 

用紙の再資源化で焼却ごみの削減 焼却ごみの排出量は、前年度比 7％削

減できた。 

道路河川課 

取組項目 取組内容 結果 

燃料使用量の削減 自転車パトロールの継続、現場調査

の取り組み改善（目標道路瑕疵0件）

出来る限り公用車ではなく、徒歩や

自転車で対応 

自転車パトロール  

48 回×平均 12ｋｍ＝576ｋｍ 

576ｋｍ／10ｋｍ（1 ）＝約 58 の燃料

とそれに値する二酸化炭素を削減する

ことができました。 

二酸化炭素排出量

の削減 

建設工事の使用機械は、排出ガス対

策型を推進（目標 100％） 

建設工事の使用機械は、排ガス規制対

応機種を 100％使用しました。 

温暖化防止推進 まち美化パートナー制度の推進（目

標 5団体加盟） 

まち美化パートナー制度の 6団体加盟 

治水活動の推進 減災のためのポンプ場管理の統括。

規模による適正管理（目標人的災害

0件） 

減災のためのポンプ場管理の適正管理

により人的災害 0件でした。 

長寿命化の推進 橋りょう耐震化の推進（点検済

82.6％） 

橋りょう耐震化の推進（点検済 100％）
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道路河川課分室 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 昼休みに電気を消す 必要性の無い電気は積極的に電源オフ

にしました。 

紙使用量の削減 コピーするときに裏紙利用のさら

なる推進 

機密性の無い裏紙を積極的に使用しま

した。 

廃食用油の再利用 市内全域で回収した廃食用油を再

資源化し公用車 5車両に使用 

廃食油 39,720 回収し 4,370 再資源化

した公用車 5車両に使用しました。 

都市計画課 

取組項目 取組内容 結  果 

民間土地利用の適

正な指導（災害防

止、生活環境維持）

土地利用指導要綱に基づき調整池、

緑地等設置 (H29：38 件 内太陽光

発電 7件) 

・土地利用指導要綱に基づき調整池、

緑地等設置 (H30：48 件 内太陽光発

電 10件) 

景観への指導（景

観及び住環境の保

全） 

景観計画（千㎡又は 15m 以上対象）

建物の色彩、形状を指導(H29 届出

68 件)。屋外広告物条例により色彩、

形状を指導（H29 許可 680 件） 

景観計画（千㎡又は 15m 以上対象）建

物の色彩、形状を指導(H30届出62件)。

屋外広告物条例により色彩、形状を指

導 （H30 許可 573 件） 

電気使用料の削減 ・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の徹底

ができている。 

紙使用料の削減 ・両面コピー、両面印刷、Ｎアップ

印刷の徹底 

・機密文書の排出量を削減 

・両面コピー・両面印刷・Nアップ印

刷全て徹底ができている。 

・機密文書の排出量削減については、

H29 同期に比べて 6kg の削減ができ

ている。 

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制度の利

用促進 

中古住宅リフォーム補助制度では、17

件の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 木造住宅耐震助成制度の利用促進につ

いては 26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。 

市営住宅再編計画

の推進 

老朽化した市営住宅（管理 267戸、

入居 177 戸）のうち、15戸の入居者

移転 

老朽化した市営住宅入居者のうち、14

戸の移転を完了し、入居者の住環境の

改善及び管理戸数のスリム化と維持管

理に係る経費の削減を図った。 
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都市整備課 

取組項目 取組内容 結  果 

廃棄物排出量の削

減 

工事で使用する資材は再生材を使

用し、発生材は再資源化を図る。 

再生材の利用率は 81%、再資源化率は

99%であった。 

CO2 排出量の削減 工事で使用する建設機械は、排出ガ

ス対策型とする。 

使用機械は排出ガス対策型を使用し

た。 

新駅設置事業 新駅設置事業を推進し、自家用車か

ら公共交通利用促進を促しCO2排出

量削減を図る。進捗率 40％を目標。

新駅設置事業の事業進捗率は 42.6%と

なった。 

新磐田スマート IC

事業 

新磐田スマート IC事業で発生する

残土を海岸防潮堤工事に利用する。

また、既設 IC周辺の渋滞解消や移

動時間の短縮によるCO2排出量削減

を図る。進捗率 40％を目標とする。

新磐田スマートＩＣ事業の残土は

52,000  海岸防潮堤に利用した。ま

た、進捗率は 43%となった。 

施設の長寿命化 長寿命化計画を策定し、計画的な施

設の更新を図っていく。 

公園長寿命化計画を策定することがで

きた。 

まち美化・緑化推

進、植樹、育樹 

市民ボランティア 55 団体に公園の

花壇管理や除草等の作業を依頼。 

市民ボランティア 55 団体が花壇管理

や除草作業を実施した。 

花と緑にあふれた地域づくりを推

進するため、緑化推進団体へ支援

（緑の募金地域緑化支援事業、花の

会活動事業費補助金）や緑化の推進

（緑の募金、花いっぱいコンクー

ル）・啓発事業（緑の募金）を実施 

花と緑にあふれた地域づくりを推進す

るため、緑化推進団体へ支援や緑化の

推進・啓発事業を実施した。 

防潮堤への植樹や植樹したクロマ

ツの管理、補植を行なう。 

防潮堤の植樹や植樹したクロマツ管

理、補植を実施した。 
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環境課 

取組項目 取組内容 結  果 

エコアクション 21

の新たな環境目標

を策定する。 

エコアクション21の平成31年度以

降の環境目標をパリ協定などの新

たな施策を踏まえて策定し、環境負

荷の削減を推進する。 

令和５年度までの各年度の目標と令和

12 年度までの目標を設定した。 

納骨堂（合葬墓）

を含めた駒場霊園

の整備を行う。 

多様化する市民の墓地需要に応え

るために整備を行う。 

古墳をイメージした直径 12.3ｍ、高さ

2.65ｍで 3,000 体の遺骨が収蔵できる

お椀型の合葬墓を整備した。 

教育現場と環境保

全団体や事業者と

のマッチングを行

う。 

環境体験学習の推進のために、事業

者や環境保全団体と小中学校・幼稚

園保育園こども園とのマッチング

を行う。 

竜洋東こども園が地域の事業者の敷地

内でどんぐり拾いを行った。 

ごみ対策課 

取組項目 取組内容 結  果 

ごみの減量及び 3R

推進の啓発 

ごみ減量の方法やごみの適正な分

別について、広報いわたでの啓発

や、施設見学の来場者への啓発を行

う。 

雑紙回収（10 月号）とスプレー缶の出

し方（1月号）について広報いわたに

掲載した。 

食品ロス・レジ袋削減についてのリサ

イクルニュースの全戸配布（2月）を

行うとともに、施設見学時に小学 4年

生（22回約 1,600 名）を対象にごみ減

量・リサイクルに関する標語の募集、

雑紙回収袋を配布する等、ごみ減量や

適正分別の啓発に努めた。 

用紙使用量の削減 使用済用紙の裏紙を活用する。複数

頁の印刷の場合は、両面印刷や縮

小・集約印刷をする。 

裏紙 BOX を設置し、裏紙の活用に努め

た。 
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水道課 

取組項目 取組内容 結  果 

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。

催告状の発送数が減少した。 

（29 年度 13,710 件→30 年度 12,717

件） 

公用車燃費の向上 燃費性能の高い車両に買換を行う。 4台の買換があった。 

旧車両の平均は 7.93km/ 

新車両の平均は 14.44km/ 

燃費が向上した。 

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。 

下水道課 

取組項目 取組内容 結  果 

下水道への接続を

促進 

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し、公共用

水域（川や海など）の水質保全を図

るためにはより多くの世帯に下水

道に接続してもらう必要がある。そ

のために、下水道供用開始区域にな

る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

明したり、すでに供用開始となって

いる区域において戸別訪問し接続

促進する。 

事業説明会と工事説明会を実施した。 

●「事業説明会」 

（地区：西之島、下本郷、一言） 

対象人数：294人、参加人数：156 人 

●「工事説明会」 

（地区：中野戸、中大原、見付、岩井・

向笠新屋、小島、千手堂・万正寺、上

万能、上野部、田川・太郎馬、草崎、

気賀西、鎌田・新貝） 

対象人数：535人、参加人数：281 人 

また、接続促進についてはアンケート

調査を実施した。 

（件数：483 件、回答：161 件） 
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会計課 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 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

オフにする。 

始業前及び昼休みの消灯、使用してい

ないパソコンの電源を消すことをお互

いに声を掛け合って取り組んだ。 

紙の使用削減 プリントアウトはプリンタを原則

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。 

データの後の活用目的も含め、ドキュ

ワークスによる資料保管を進めた。両

面印刷、裏紙利用により使用量削減に

心掛けたが、各課で印刷するものを印

刷配布したため、結果として使用量が

増加した。来年度の当初に必要な用紙

を 3月に多く購入しているため、実使

用量との差も生じている。 

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。 

単価契約物品を別に購入しているもの

（トイレットペーパー）は、単価契約

による購入をするよう促した。 

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。 

・昼休みにパソコンの電源をＯＦＦ

にする。 

始業前及び昼休みの消灯や昼休みのパ

ソコン電源ＯＦＦを事務局職員全員で

取り組むことにより、電機使用量の削

減をすることが出来た。 

予備監査時の印刷

用紙使用量の削減

・提出資料の確認を徹底し、資料の

差し替えを減らす。 

・両面印刷、裏紙利用を励行する。

提出資料の確認を徹底することや、両

面印刷、裏紙利用を励行するにより、

印刷用紙使用量の削減を図ることが出

来た。 

議会事務局 

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、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 

電気使用量の削減については、概ね達

成できている。 

紙の使用量とごみ

の排出量の削減 

・両面印刷・裏紙利用の励行 

・資料等をデータ化しペーパーレス

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 

両面印刷や裏紙の利用を励行した。 

平成 31 年３月からタブレットを試験

的に導入した。 

ごみの減量に関しては、議員も協力し

てごみの持込を削減し、実施した。 
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教育総務課 

取組項目 取組内容 結  果 

庁内で不用となっ

た古封筒の小中学

校での再利用 

庁内で不要となった古封筒をスト

ックし、週 1回市内小中学校に配布

し再利用してもらう。 

庁内各課より差出有効期限の切れた返

信用封筒や不要となった窓空き封筒を

譲り受け、学校職員登庁日に必要な学

校が持ち帰った。また郵送された古封

筒も保管しておき同様に学校で活用し

た。年間で 1,000 枚入り 6箱程度の長

3不要封筒と、約 4,000 枚の角 2古封

筒を有効活用することが出来た。 

学校給食課 

取組項目 取組内容 結  果 

給食残渣の再利用 給食残渣を豊田学校給食センター

の生ゴミ処理機により学校等で肥

料として再利用する。 

生ごみ処理機により減容された残渣を

豊田地区内の受配校で堆肥として学校

の花壇等にて有効利用しました。 

紙使用量削減、裏

紙再利用 

裏紙を利用し、印刷するものを精査

する。 

回覧は裏紙を積極的に使用し、経費削

減に努めました。 

電気使用量削減 昼休みの消灯、離席時のパソコン電

源オフに努める。 

印刷するものを精査し積極的に印刷紙

を削減しました。 

毎日昼休みの消灯と離席時はパソコン

の電源オフを心掛けました。 

グリ－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

しました。 

学校教育課 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量削減 昼休みの消灯・外出時の PC の電源

OFF 

昼休みの消灯を心がけ外出時は PC電

源の OFF を心がけた。 

裏紙の再利用 回覧用紙は裏紙・メモ・伝言メモの

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。 
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中央図書館 

取組項目 取組内容 結  果 

廃棄物の削減 裏紙使用の促進、両面印刷の徹底 印刷物は両面印刷とし、事務室内で利

用する印刷物は、裏紙使用を全職員で

徹底して実施した。 

コンビニ弁当等、自分のものは持ち

帰ることを徹底 

個人のゴミは徹底して持ち帰った。 

エコアクション 21

取組の啓発 

・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。 

ＬＥＤ照明箇所を増やし、節電に努め

た。 

グリーンカーテン

の実施 

・夏はグリーンカーテンを設置し、

学習室を開放する。 

・「いわたエコ通信」を 1階ロビー

に掲出する。 

ゴーヤを使った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もらった。 

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、電気使用量の削減を目指

す。 

昨年度は猛暑の影響があり、1,719kWh

の増加となってしまった。 

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

り紙を館内に掲示し、環境活動につ

いて周知を図る。また、福田図書館

をクールシェアスポットとして登

録する。 

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。また、福田図書館をクールシェア・

ウォームシェアスポットとして登録し

た。 

竜洋図書館 

取組項目 取組内容 結 果 

環境問題、「エコア

クション 21」取組

の啓発 

特設コーナーでの環境をテーマと

した特集、「いわたエコ通信」の掲

出により、来館者に対し啓発を行

う。 

6/10 から 6/22 まで環境問題をテーマ

とした一般書・児童書の特設コーナー

を設置、「いわたエコ通信」VOL19 から

VOL22 までを館内に各 1ヶ月掲出し、

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

昼休みや1時間以上席を離れる際に

は、個人パソコンの電源を切る。 

グリーンカーテンを 5/16 から 8/22 ま

で実施した。 
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豊岡図書館 

取組項目 取組内容 結  果 

クールシェア・ウ

ォームシェアの実

施 

クールシェア・ウォームシェアの実

施についての館内掲示を行い、周知

を図る。併せて環境活動について図

書展示する。 

クールシェア・ウォームシェアについ

ては、実施について館内掲示をおこな

い周知を図ったが、図書展示について

は実施できなかった。 

廃棄図書・雑誌の

有効活用 

リサイクル市を行い、小説や料理本

等、利用が出版年月にあまり関係な

い廃棄図書や廃棄雑誌について、積

極的に出品し多くの利用者に再利

用してもらう道を探る。 

リサイクル市を 11 月に行い、また、一

階通路に廃棄図書を入れた箱を設置

し、多くの廃棄図書や廃棄雑誌を多く

の利用者に再利用してもらい、図書資

料のリサイクルにつながった。 

文化財課 

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。 

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。 

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、両面印刷を行う・使用してい

ない場所の消灯 

使用していない場所の消灯が徹底して

いない（印刷室・廊下等） 

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 

グリーンカーテン以外に、クイズやポ

スター作りもして花・樹木の大切さを

伝えた 

環境活動の推進 親子奉仕作業等により環境美化へ

の意識を高める 

低中高学年ごとに親子で奉仕作業を行

い、環境美化への意識が高まった 
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磐田中部小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

エコ生活の実施 

地球温暖化を食い

止める活動（5年生

での実施） 

節電・節水計画 

エコ生活計画 

グリーンカーテン 

未使用教室等の消灯に気を配った 

5 年児童による家庭エコ生活の推進協

力 

全校児童対象にペットボトルのキャッ

プ回収推進 

校舎南側へグリーンカーテン設置 

磐田西小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

コピー用紙使用量

の削減 

裏紙の再利用 コピー用紙の使用量を削減するため、

裏紙再利用を心がけた。 

電気使用量の削減 ・エアコンの適正温度管理 

・未使用の部屋はこまめに消灯 

使用していない教室の電気を消すこと

を心がけた。 

磐田南小学校 

取組項目 取組内容 結  果  

印刷紙の節約 ・裏紙印刷で良いものは裏紙印刷す

る。 

・裏白紙は裏も使用してから資源回

収にする。 

・資源回収に出来る紙ゴミは資源回

収にする。 

裏紙印刷の利用は出来た。 

裏白紙は、まだ資源回収にされている

ので、資源回収梱包するとき、なるべ

くチェックをした。 

電気代の節約 無人時は消灯する。 無人時は消灯できた。 

東部小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

コピー用紙の削減 ・印刷ミスをなくす 

・裏紙の活用 

・資源回収の利用 

校内資料等は積極的に裏紙を使用した 

電気使用料の削減 無人の部屋は消灯する 使用していない場所は、消灯できた。 

環境教育の推進 ・緑のカーテンの設置 

・アースキッズ学習（5年生） 

アースキッズ学習により、5年生の環

境への意識が高まった。 

ごみの分別 各教室に分別用ごみ箱を設置し分

別を徹底する 

各教室に分別用ごみ箱を設置すること

で、ごみの分別がしやすくなった。 
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大藤小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

用紙類の有効活用 裏紙利用を多くするため職員に周

知したり、利用できる裏紙の置き場

を確保したりする 

校内資料は裏紙利用した 

節電 使用しない部屋の消灯に心がける 個々に注意を払い、気がついた職員も

消灯を心がけた 

環境教育の推進 年 2回の親子ふれあい作業を実施 保護者、職員が参加し校内美化作業を

した 

向笠小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

コピーの削減（コ

ピー用紙使用削

減） 

・ 両面コピーを推進する。 

・ 使用した紙を裏紙やメモ用紙と

して再利用する。 

校内資料は、できる限り裏紙利用した。

簡易起案用紙、購入稟議などは、すべ

て裏紙利用とした。 

電気使用量の削減

（節電） 

無人の部屋は消灯する。 無人の部屋は、こまめに消灯した。 

ごみのリサイクル

運動（4年） 

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。 

ごみの分別を徹底した。 

長野小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

コピー用紙使用量

の削減 

裏紙の再利用、両面コピーの推奨 コピー用紙使用量の削減の為、裏紙利

用を心がけた。また、ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙや事務

用品も再利用を心がけた。 

電気使用量の削減 未使用の部屋はこまめに消灯 職員室等無人の教室は消灯することに

気を配った。 

アルミカンの回収 ふれあい委員会でアルミカンの回

収をする 

今年度もアルミカンの回収をたくさん

することができ、車椅子 2台を寄付す

ることができた。 
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岩田小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

地域資源を活かし

た環境教育の推進 

コミュニティースクール活動を通

じ、種から農作物を植え、育て、収

穫し、食し、地域の方々から自然を

学び、豊かな心を育む。 

目標としたことが、実際行うことがで

きたので、環境活動への取組みができ

ました。 

職員室の 5S 書類、データの 5Sに取組み、気持

ち良く仕事ができる職員室を目指

す。 

裏紙の再利用 裏紙を積極的に利用し、使用後は、

校内の資源回収に出す。 

田原小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

環境教育の推進節

電の推進印刷紙の

削減グリーン購入 

アースキッズチャレンジ活動の参

加(5年生)空き教室の電灯 OFFクー

ルビズ、ウォームビズの推進裏紙の

再利用タブレットモニターの活用 

アースキッズ学習により、5年生の環

境への意識が高まった。使用していな

い場所は、消灯できた。校内資料等は

積極的に裏紙、タブレットモニターを

活用した。グリーン購入に努めた。 

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おい

て、環境問題について調べたり話し

合ったりして実践する。 

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。 

習慣化については概ね達成できた。職

員の間でも意識付けができた。 

環境教育については教育課程に位置づ

けて、授業委員会 PTA の活動を通じて

子どもたちの環境への関心を高めるこ

とができた。 
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福田小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

節電 

H29年度比1％削減

環境教育の推進 

校内巡回の際、無人の部屋の消灯を

する 

緑のカーテンの設置 

親子奉仕作業による環境美化の実

施 

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ることができた。 

豊浜小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

資源の有効利用 

エコ生活の推進 

環境教育の推進 

印刷紙の両面印刷、裏紙印刷の推進

待機電力消費の削減と節水 

「環境」をテーマに学習（5年生） 

親子奉仕作業による環境美化の実

施 

緑のカーテン設置 

印刷用紙など 印刷ミスに留意し 意

識づけを徹底した。 

節電、節水等も 意識づけを徹底した。

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。 

ミスプリント、余剰プリントを減ら

すよう呼びかけをする。 

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、両面印刷してもらうな

ど)余剰プリントミスプリントの削減

が今後の課題である。 

節電を心がける。 使用していない教室等の電灯は消

すよう呼びかけをする。 

水道や電気スイッチに節水節電の表示

を付け、意識づけを行った。今後も意

識の向上を目指す。 

アースキッズプロ

グラムの実施(5 年

生) 

地球温暖化防止活動として節電節

水を心がける。 

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。

竜洋西小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

・裏紙利用 

・封筒再利用 

・グリーンカーテ

ン 

・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） 

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。 
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竜洋北小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

地球温暖化防止活

動 

アースキッズチャレンジ活動への

参加（5年生） 

アースキッズ学習により、5年児童の

環境への意識が高まった。 

エコ生活の推進 LED 照明の導入 

印刷紙の両面印刷、裏紙印刷の推進

経年劣化の照明器具の LED 照明への交

換を実施し、電気使用量の節減に努め

た。（数値不明） 

地球クリーン作戦 全校児童による校内美化、親子奉仕

作業による環境美化の推進 

全校児童による美化活動や親子奉仕作

業を実施し、校舎内外の美化に努めた。

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。 

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。 

PTA 奉仕作業における校内環境整備

は、予定通り実施された。 

緑のカーテンは、生育が悪かったが実

施した。 

コピー用紙使用量

の削減 

裏紙の再利用（継続中） 

エアコンの適正温度管理 

印刷ミス等を減らすよう努めている

が、学校は印刷量が多いため、裏紙再

利用は今後も継続していく。 

電気使用量の削減 未使用の部屋はこまめに消灯 会議等で職員室が空になった時にこま

めに消灯した。 

豊田北部小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

コピー用紙使用削

減 

裏紙利用 

印刷ミスをなくす 

印刷ミスをなくし、校内資料はできる

限り裏紙を利用しました。 

環境教育の推進 年 2回奉仕作業のうち、1回は4.5.6

年生が親子での奉仕活動をしてい

る。 

親子での奉仕作業を行い、校内外をき

れいにすることが出来ました。 

青城小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

環境に気を配る。 

用紙の再利用を心

がける。 

節電に注意する。 

職員室教室等留守になる時は、電気

を消す。 

使用できる物については、再利用を

する。（ファイル等） 

校内向け印刷のは、できる限り裏紙

を利用する。 

再利用に取組、事務用品印刷用用紙等

を利用しました。 

職員室等留守になる時は、消灯するこ

とに勤めました。 
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豊田東小学校  

取組項目 取組内容 結  果 

印刷紙使用量の削

減 

電器節電使用料の

削減 

環境教育の実施 

裏面利用の推進 

使用してない教室の消灯 

緑のカーテンの設置ＰＴＡ奉仕作

業参加 

裏面利用の印刷物が多く配布されるよ

うになった。 

節電に努めるようになった。 

豊岡南小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

印刷用紙使用量の

削減 

環境教育の推進 

地球温暖化のスト

ップに努める 

校内文書は裏紙を使用する 

印刷ミスを防ぐための印刷前確認

の徹底 

職員会議の資料はパソコンを利用 

グリーンカーテンの設置 

ＰＴＡ奉仕作業の実施（1年生 6年

生親子） 

校内資料等は積極的に裏紙を使用し

た。 

グリーンカーテンの設置、ＰＴＡ奉仕

作業の実施等により環境への意識が高

まった。 

豊岡北小学校 

取組項目 取組内容 結  果 

環境教育の推進 

節電の推進 

印刷用紙の有効活

用 

委員会での創意活動として、児童が

校内環境美化に取り組む。 

使用していない場所の電気を消す。

裏紙利用推進 

両面印刷促進 

概ね、取り組めた。 

経年劣化の電気機具については、ＬＥ

Ｄ化を図った。 

磐田第一中学校 

取組項目 取組内容 結  果 

ゴミの分別 ゴミの分別は、各教室に 4種類のゴ

ミ箱を設置。 週 1回昼休みに、環

境委員会による一括収集し、分別を

徹底させる。 

ゴミの分別は、毎週火曜日に職員立ち

合いで各クラスのゴミの収集分別のた

め、間違いはその場で注意し修正でき

るので、分別はしっかりできた。 

緑のカーテン 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設置と管理 

緑のカーテンは、育てている間に台風

の塩害により枯れてしまった。 

-50-



城山中学校 

取組項目 取組内容 結  果 

エコオフィスの活

動 

環境活動の取り組

み 

こまめに廊下、使用していない教室

等の消灯 

分別方法の変更に伴う職員個々に

意識の徹底を図る 

保護者の協力の下での奉仕作業、資

源回収、生徒による愛好作業の取り

組み。 

気づいた職員が消灯をするなど、節電

意識を持つよう心掛けた。 

分別の種類や方法など分かりやすく表

示することにより、分別しやすくなり、

再分別の手間も省くことができた。 

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） 

花壇、畑の整備が行き届いているため、

花や作物の育成が良く、景観も良い。 

神明中学校 

取組項目 取組内容 結  果 

グリーンカーテン

の実施 

生徒会環境委員会でのグリーンカ

ーテンの実施 

生徒会環境委員会でグリーンカーテン

（ゴーヤ朝顔きゅうり）を作り、通学

路の 3年坂も毎週水曜日の昼休みに清

掃を行い、枯葉の無い美しい通学路を

維持することが出来た。 

通学路（3年坂）の

清掃 

生徒会環境委員会での通学路の清

掃（毎週 1回） 

8 月 31 日（土）PTA 主催の親子奉仕作

業が実施され、校内の環境美化が図ら

れた。 

技術科授業で野菜

の栽培 

環境教育の推進

（親子奉仕作業） 

2 年生技術科授業で一人一点 野菜

を育てる 

9 月 PTA 主催、親子奉仕作業（校内

の環境美化） 

2 年生技術科授業で一人一点野菜を育

てる事が出来ず、来年度に実施を見送

った。 
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南部中学校 

取組項目 取組内容 結  果 

落ち葉を堆肥に 落葉を 1か所に集め、堆肥を作る。 生徒会主導のイベント開催などによ

り、職員・生徒が一丸となって集める

ことができた。引続き継続して行って

いきたい。 

再利用封筒の積極

的な利用 

学校間、及び学校庁舎間の連絡には

再利用封筒を積極的に利用し、裏紙

の積極的な利用と並行して紙資源

の消費量の削減を図る。 

特別支援教室の生徒などの協力もあ

り、再利用封筒の製作がスムーズに行

えたことから、再利用封筒の使用が積

極的に行われた。 

また、校内文書などにも積極的に裏紙

が利用された。 

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 

校舎前に海岸があることから海岸を綺

麗にしようという意識が高まり、参加

者も年々増加している。 

生徒会を中心に清掃を意識することが

向上してきた。 

竜洋中学校 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量を前年

比 5％削減。 

エアコンの設定温度の遵守。 

空き部屋の点灯ゼロ。 

教員の残業時間を減らし、夜間電力

の抑制をする。 

3．4パーセント削減 

達成率 68パーセント 

使用量 H29 218,865kw  

  H30 211,598kw 

空き室点灯あり。職員の意識の向上を

図りたい。 
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豊田中学校 

取組項目 取組内容 結  果 

紙の使用量削減 両面コピー両面印刷縮小印刷を徹

底する。 

用紙の裏紙活用を図るミスコピー

をへらす。（使用後のリセット使用

前の再確認の徹底） 

校内掲示板「ミライム」の活用によ

り紙の減量化。 

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。 

節電 電気機器の電源をこまめに消す。 

退庁時間を早める。 

電気をこまめに消す人が増えた。 

グリーンカーテン

の実施 

豊中サポーターの協力を得てグリ

ーンカーテンの実施 

サポーターの協力によるグリーンカー

テンの実施ができてよかった。 

豊田南中学校 

取組項目 取組内容 結  果 

節電 5％削減（前年

に続き）紙使用量

削減 

不必要消灯、コピーOFF 不必要な電気を付けないように表示し

た。心がける人が増えた。 

ごみ減量（再生ダ

ンボール、雑誌増

加） 

裏紙の使用推進 

可燃ごみをなるべく再生へ回す。 

裏紙をメモ用紙にし、捨てる時は回収

場所を決めて資源回収へ出すようにし

たため、可燃ごみが減った。 

豊岡中学校 

取組項目 取組内容 結  果 

給食の残食ゼロ 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。 

給食委員の積極的な働きかけで残食は

殆ど無くなった。 

資源ゴミの分別 校内にリサイクルボックスの設置。 印刷室で出るコピー用紙の裏紙を校内

で職員の配布物などに利用し、雑紙を

有効利用している。 

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

別に協力的である。 
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消防総務課 

取組項目 取組内容 結  果 

救急車 2台一括購

入 

救急車リサイクル 

2 台一括購入により事務手続きの効

率化を図る。 

救急車再利用による資源再生化を

図る。 

2 台一括購入したことにより、契約事

務を一度で行うことが出来、作業効率

が向上した。 

また、車両の性能があがり車内空間が

広くなったことにより、燃費の向上や

隊員の活動利便性が向上したことで傷

病者への迅速な処置が可能となった。 

予防課・警防課 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 就業前（朝礼終了まで）と昼休み時

間の消灯。 

就業前（朝礼終了まで）と昼休み時間

の消灯できた。 

印刷用紙使用量の

削減 

裏紙印刷、両面印刷、Nアップ印刷

の推進。 

裏紙印刷、両面印刷、Nアップ印刷の

推進し用紙の削減をした。 

可燃ごみ量の削減 各自ごみの持ち帰りによる可燃ご

み量の削減。 

各自ごみの持ち帰りによる可燃ごみ量

の削減を徹底した。 

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。 

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

園に配布し、幼稚園で活用していただ

いた。 

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。 

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れた。 

消防署 

取組項目 取組内容 結  果 

節電 不必要な照明の消灯を行い、冷暖房

温度の適切な管理や効率的な使用

を実施することで、電気使用量の削

減に努める。 

照明、エアコン及びパソコンのこまめ

な電源オフを徹底することができた。 

5Ｓ活動 職場環境に 5Ｓ活動を取り入れ、業

務効率の改善を図る。 

5Ｓ活動を取り入れ、職場環境の美化や

業務効率が改善された。今後も続けて

実施していきたい。 

-54-



東部分遣所 

取組項目 取組内容 結  果 

節電 適正なエアコンの温度を心掛ける。

こまめに電源を落とす。 

常に適正な温度管理を心掛けることが

でき、節電につながった。 

紙使用量の削減 不要な印刷を避け、裏紙の利用や両

面印刷を心掛ける。 

積極的に裏紙を再利用することがで

き、紙を削減することができた。 

福田分遣所 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 不在時、未使用箇所の消灯、エアコ

ンの停止を徹底し、庁舎内の電球や

蛍光灯の LED 化を進め、電気使用量

を削減する。 

不在時は、エアコンの停止を積極的に

行えた。なおかつ、極端に高い温度設

定、低い温度設定をすることなく、適

切な温度での使用を心掛けた。 

コピー用紙使用量

の削減 

データ保存可能な文書は、できるだ

け電子化に勤め、印刷物は両面印刷

や再利用紙裏面を使用するよう徹

底し、コピー用紙の使用量を削減す

る。 

並びに、書類を印刷する際は、再利用

紙裏面を有効的に活用し、コピー用紙

削減ができた。 

竜洋分遣所 

取組項目 取組内容 結  果 

電気使用量の削減 不在時や休憩時など未使用箇所の

消灯、エアコンの停止を徹底。 

片面印刷をする際には裏紙利用をする

など積極的に行うことができた。 

コピー用紙使用量

の削減 

両面印刷や再利用紙裏面を使用す

るよう徹底し、コピー用紙の使用量

を削減。 

不在時には消灯することを意識したが

もっと電気量を削減できるように注意

喚起をしていきたいと思った。 

豊田分遣所 

取組項目 取組内容 結  果 

紙の使用量削減及

び再利用 

紙の使用量削減を心掛け、裏面等の

再利用を行う。 

紙の使用量削減を心掛け、裏面等の再

利用を行うことが出来た。 

使用していない場

所の電気消灯 

使用されていない場所の消灯を徹

底する。 

使用されていない場所の消灯を徹底

し、節電に気を配った。 
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豊岡分遣所 

取組項目 取組内容 結  果 

救急車適正利用の

啓発 

講習会や出向業務の際に救急車の

適正利用について資料配布等を行

い啓発に努める。 

救急車の適正利用について講習会や出

向業務の際に呼びかけたこともあり、

前年と比べ、件数を 23 件減らすことが

できた。今後も啓発活動を続け、市民

サービスを向上に努めていきたい。 

節電 24 時間勤務の中で外出時、休憩室や

階段等の不必要な電気の消灯に努

め節電を心掛ける。 

昼休憩や出向業務の際は、消灯するこ

とを 1年通して意識して活動できた。

また、夜間には必要最低限な場所だけ

点灯を行い、節電に努めることができ

た。 
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６ 取り組み事例 

【風力発電システムの見学：竜洋西小学校】 

【みどりのカーテン：本庁舎】 

【校庭の樹木に名札を！：田原小学校】

【アースキッズ：竜洋北小学校】

【いきいき百歳体操：健康増進課】

【認知症サポーター養成講座写真：福祉課】 
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【廃材を利用した玩具①：ひと・ほんの庭 

 にこっと】

【ごみ減量・リサイクルの啓発：ごみ対策課】 

【あなたが家族のエコ・リーダー教室：ごみ対

策課】 

【廃材を利用した玩具②：ひと・ほんの庭 

 にこっと】 

【レジ袋削減の啓発：ごみ対策課】 

【環境学習：城山中学校】 
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７ 教育・訓練の実施 

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 

H30.5.1 

～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 

H30.4.18
庁内メール 

庁内掲示板掲載 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 基本方針・環境目標についてパソ

コン用壁紙を作成・周知の実施 
全職員 

H30.5.10
環境管理推進員 

説明会 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 及びｸﾞﾘｰﾝ購入についての説明会 
136 人 

H30.6.21

H30.7.7 

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 

H30.4 
いわたエコ通信第

19 号 

第２次磐田市環境基本計画について 
全職員 

H30.6.15 庁内メール 事故及び緊急事態対応手順について 全所属 

H30.7 

いわたエコ通信第

20 号発行 

・ふじのくに COOL チャレンジ 

・エコドライブ 

・緑のカーテン 

・クルポ 

全職員 

H30.7.3 

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 29 年度取組状況について 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 平成 30 年度中間審査について 

14 人 

H30.7.24 部課長会 中間審査について 部課長 

H30.8 
いわたエコ通信第

21 号発行 

・平成 29年度ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 取組結果について 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 平成 30 年度中間審査について 
全職員 

H31.2 
いわたエコ通信第

22 号発行 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 環境目標について
全職員 

H31.2.1 
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
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８ 環境関連法規への違反・訴訟等の有無 

平成 30 年 4 月～平成 31 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 

ごみ対策課 

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 

情報政策課 

食品循環資源の再利用等の促進に

関する法律（食品リサイクル法） 

食品循環資源を再生利用した製品の利

用 
ごみ対策課 

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 

騒音規制法 ・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 振動規制法 

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 

静岡県地下水の採取に関する条例 
塩水化など地下水障害を防止するため

の規制 

地下水施設所管課 

環境課 

-61-



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

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 

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 
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９ 環境に関する苦情等の受付状況 

（１）市の事務事業が起因となる環境に関する苦情 

平成 30 年度において、環境に関する苦情はありませんでした。 

（２）市域における公害発生源と相談件数（平成 30 年度） 

10 環境上の緊急事態への準備と対応 

 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をします。 
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11 令和元年度以降のエコアクション２１環境目標 

（１）二酸化炭素排出量削減目標 

国は、パリ協定に基づく地球温暖化対策として、エネルギー起源の二酸化炭素排出量を

令和 12 年度までに平成 25 年度比で 40％削減することを目標としています。 

磐田市においても 40％の削減を目標に掲げ、令和５年度までの目標を設定しました。 

（２）廃棄物排出量・水使用量・コピー用紙使用量・グリーン購入の達成率の目標 

廃棄物、水、コピー用紙については、エコアクション 21 の取り組みを始めてから排出

量及び使用量が最も少ない年度の数値を目標値として設定しました。また、グリーン購入

についてはこれまでと同様に 100％の達成を目指します。 
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12 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し、平成 22 年９月

からエコアクション２１に取り組んでいます。 

 平成 30 年度の省エネルギー・省資源に係る取り組み結果は、平成 24 年度と

比較して二酸化炭素排出量が 6.2％削減、廃棄物排出量が 23.4％削減、水使用

量が 18.3％削減となり、それぞれ目標を達成しました。一方で、コピー用紙購

入量は 1.7％削減、グリーン購入の達成率は 94.8％となり、目標を達成するこ

とができませんでした。しかし、全ての項目において基準年度である平成 24 年

度よりも向上しており、これまでの取り組みにより一定の成果が得られました。 

令和元年度以降は、令和 12 年度までの長期的な環境目標と、令和５年度まで

の各年度の環境目標を設定して取り組みます。この目標を達成するため、常に

職員一人ひとりが環境に関する意識を持って業務に取り組み、環境負荷への不

可が少ない持続可能な社会の構築を目指します。 

令和元年８月１日 

磐田市長  渡 部  修  
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