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１ 前回までの見直し事項に対する対応状況
平成２８年度市長による総合的な見直し事項に対する対応状況は以下のとおりです。
（１）目的・目標の達成状況の評価について
●分野１
◆前回までの見直し事項
目標は概ね達成できており、環境に影響を与えることができる環境側面の考え方が
各部署において定着しつつある。平成２９年度からの 2015 年版の運用に伴い、資源の
捉え方や成果目標の設定などが適切に行えるよう、教育訓練や環境推進員への働きか
けなどを通じて、職員の意識啓発に取り組むこと。
◆前回までの見直し事項に対する対応状況
ISO14001：2015 年版の運用が適切に進められるよう、2015 年版の特徴を端的にまと
めた資料の活用や、環境推進員研修などにおいて、全庁的に周知し、新たな規格に基
づく取組を全課から出してもらうことができました。今後も、環境推進員研修及びそ
の他の研修等により、職員の意識啓発に努めます。

●分野２
◆前回までの見直し事項
温室効果ガスの削減については、目標が達成できていない。
公共施設に関する計画的な改修計画の中で、再生可能エネルギー及び省エネルギー
設備の導入を積極的に推進すること。施設の温度管理については、事務環境や市民サ
ービスを考慮しつつ、適切な温度設定とするよう調整すること。
用紙印刷量の削減に向けて、業務手法の見直しなどを検討すること。
◆前回までの見直し事項に対する対応状況
温室効果ガスの排出量の削減に向けて、改修対象の公共施設においては、省エネル
ギー設備の導入などを進めております。
また、引き続きこまめな消灯や適正な温度設定などによる省エネ活動を実施すると
ともに、設備更新の際に再エネ・省エネ機器を積極的に導入していくよう働きかけて
いきます。
用紙印刷量の削減に向けて、業務の削減なども踏まえて周知を行っており、今後も、
これまで用紙で出力して配布していた書類の電子化や、会議の見直しによる資料の削
減などが促進されるよう庁内に働きかけます。
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●分野３
◆前回までの見直し事項
市庁舎の管理については、法的基準の順守、日常点検の実施等、適正処理が確認さ
れているため、適切な記録を残し、引き続き施設の安全管理に努めること。
緊急事態の特定についてもリスクの大きさ等を考慮して行うこと。
◆前回までの見直し事項に対する対応状況
法的基準の順守、日常点検の実施等、適正に処理しています。着実に記録等を行い、
引き続き適正に管理しています。リスクの大きさ等を考慮し、外部の地下タンクにつ
いても、著しい環境側面として管理しています。

●その他
◆前回までの見直し事項
内部環境監査については、平成２９年度は、主に ISO14001 の 2015 年版を対象とし
て実施することから、監査員の技術向上に努めるとともに、実施結果を周知して共有
を図り、庁内全体の改善につなげること。
◆前回までの見直し事項に対する対応状況
ISO14001：2015 年版に基づく内部環境監査が適切に行えるよう、2015 年版の変更点
を中心に養成研修などを行い、監査員の技術向上に努めました。
また、内部環境監査における模範事項は、電子掲示板等で公表して周知しました。

（２）環境マネジメントシステム改善状況の評価と改定の必要性について
●システムの一部改定
◆前回までの見直し事項
定期審査での改善の機会で挙げられた項目については対応が進んでいる。
ISO14001 の 2015 年版への規格改定に伴う、各所属への働きかけを適切に行い、移
行が滞りなく進むよう取り組むこと。
◆前回までの見直し事項に対する対応状況
ISO14001 の 2015 年版への規格改定に伴い、運用ガイドや手順書を整備し、様式の
改善なども併せて行いました。
2015 年版での運用が適切に行えるよう、環境推進員研修や各所属への通知で改正点
等を全庁的に周知しており、各所属における帳票による管理を着実に進めております。
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（３）環境マネジメントシステムの運用・維持に必要な資源の妥当性、有効性
●環境 ISO 事務局の研修費の確保
◆前回までの見直し事項
環境マネジメントシステム（以下「ＥＭＳ」という。）の意義と業務への有効な活用
方法を習得するため、研修内容等を精査し、必要な研修費の確保に努めること。
◆前回までの見直し事項に対する対応状況
研修内容等を精査し、必要な研修費を確保し、職員へのＥＭＳの意義と業務への有
効な活用方法の習得促進に努めています。
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２ 変化の確認
（１）本システムに関する外部及び内部の課題
戸田市環境基本計画に記載のとおり、課題については、外部・内部ともに温暖化対策
や、水辺・緑の保全、生態系への配慮などが挙げられると考え、外部の課題及び内部の
課題については、戸田市環境マネジメントシステム運用ガイドに記載のとおりであるこ
とが確認できます。
（２）順守義務を含む、利害関係者のニーズ及び期待
国・県の法令については、順守すべきものとして認識しております。
また、市民の環境に対する意識については、地球温暖化や、ごみ、河川などについて
のニーズは依然として高いものと考え、このことから、市民の環境に関する意識につい
ては、戸田市環境マネジメントシステム運用ガイドに記載のとおりであることが確認で
きます。
（３）取組活動（著しい環境側面）
本市における環境側面として、市が行う施策・事業を「分野１」、業務上での省エネ活
動等を「分野２」、本庁舎の設備が環境に与える影響などを「分野３」として管理してお
りますが、これらは、戸田市環境基本計画や戸田市地球温暖化対策実行計画（事務事業
編）の推進、また、本庁舎の安全利用のために必要な事項であると考えます。
その中で著しい環境側面として、各取組を別添のとおり設定しております。各取組に
おいては平成２９年度から始めたものであり、すべての取組について上半期の評価を行
っており、下半期も継続して取り組んでいくことが確認できています。
（４）リスク及び機会
分野１では施策事業における環境負荷の軽減に向けた取組が進められております。
分野２においては、温室効果ガスの減少、省エネ法に基づいた目標設定となっています。
分野３は、施設の安全確保や継続的な行政サービスの提供に向けた管理を行っておりま
す。順守義務については、市民からの信頼性を損なわないよう適正に順守していくべき
ものであり、各取組は、国・県や市民のニーズを踏まえた行政サービスを基本としてお
ります。
現在の各取組と現行のリスク及び機会が合致していることから、リスク及び機会につ
いては運用ガイドに記載のとおりであることが確認できます。
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３ 環境目標の達成度
本市のＥＭＳは、環境に著しい影響を与える事項を３つの分野に分けて管理を行ってい
ます。また、各分野におけるそれぞれの取組において設定している取組指標を環境目標と
して管理しています。
以下において、各分野の目標達成状況について報告します。
（１）施策・事業の取組（分野１）
分野１は、戸田市環境基本計画記載の「第４章 当面実施する事業」及び各所属におけ
る業務（本来業務）において環境に影響を与える事業を対象として、各所属から抽出しま
した。
●結果
全課が取組事業を手順書に基づき抽出し、管理を行った事業は８８事業でした（別添
資料１「平成２９年度

環境施策・事業一覧」参照）。

環境目標については、取組指標を１００％クリアした場合又は計画通りの環境配慮が
行われた場合を「３」、取組指標を５０％以上クリアした場合を「２」、取組指標を５０％
以上クリアできなかった場合又は計画通り環境配慮が行われなかった場合を「１」とし
て評価しております。事業ごとに取組指標を設定して評価しており、上半期評価につい
ては、評価３が７０件、評価２が１６件、評価１が２件という結果で、概ね予定通りに
進捗していることが確認できました。
（２）省エネ活動の取組（分野２）
ＥＭＳにおける分野２の取組は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の第 21 条を
根拠としています。この内容は、自治体が自身で排出する温室効果ガスの総量把握と、
その排出抑制対策について活動を行わなければならないことを示します。
戸田市においては、温室効果ガスの把握は戸田市地球温暖化対策実行計画（事務事業
編）に基づき、ＥＭＳにおいて管理しています。
そして、平成２９年度は、平成２８年度からスタートした戸田市地球温暖化対策実行
計画（改訂版）に基づく省エネに係る取組として、次のとおり目標値を設定し、取り組
みました（詳細は８頁の表を参照）。
上半期における項目ごとの使用量及び達成状況については、９頁の表のとおりです。
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１．温室効果ガス排出量削減目標
2020(平成 32)年度までに市の事務事業による市民１人当たり温室効果ガス排出量を
2014(平成 26)年度比 6.0％削減する。
※これは、エネルギー消費量を市民１人当たりで計算した場合の 6.0％削減に相当します。

２．年度別削減目標
温室効果ガス排出量（市民 1 人当たり）
年度別削減目標

２０１４年度
（平成２６年度）比

2016(平成 28)
年度目標値

2017(平成 29）
年度目標値

2018(平成 30）
年度目標値

2019(平成 31）
年度目標値

2020(平成 32）
年度目標値

２%削減

３%削減

４%削減

５%削減

６%削減

３．2020年度（平成32年度）までの削減に関する取組目標
●項目別のエネルギーの使用等の削減に係る取組目標
項

目

2016(平成 28)
年度目標値

2017(平成 29）
年度目標値

2018(平成 30）
年度目標値

2019(平成 31）
年度目標値

2020(平成 32）
年度目標値

電気使用量
温室効果ガス排出量（合計値）を次のとおりとします。

都市ガス使用量

［2014（平成 26）年度比］

ＬＰガス使用量
Ａ重油使用量
灯油使用量

-0.6%以下

-1.2%以下

-1.7%以下

-2.3%以下

-3.1%以下

軽油使用量
車両燃料（ガソリン）

（実績値以下）

車両燃料（軽油）

（実績値以下）

車両走行距離

（実績値以下）

水道使用量

（実績値以下）

用紙印刷量

（実績値以下）

各種使用量の項目別、年度別の目標設定
（戸田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）から抜粋）
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【市庁舎及び出先機関】項目ごとの使用量及び達成状況
下表は分野２における各所属の平成２９年度上半期の集計結果になります。
なお、以下の①計画値については、前頁の削減目標を基に算出した値となります。
市庁舎及び出先機関
電気
都市ガス
LP ガス
Ａ重油
灯油
軽油
温室効果ガス排出量
水道
用紙印刷量
車両燃料消費量
ガソリン（※）
軽油（※）
走行距離（※）
※

①計画値

②実績値

①－②

3,124,778
51,964

3,091,876
51,077

32,902
887

ｍ３
枚

2,648
6,000
25,830
0
1,358,546
37,718
3,204,961

2,344
3,000
22,970
0
1,327,457
36,282
3,422,459

304
3,000
2,860
0
31,089
1,436
-217,498

ℓ
ℓ
km

12,551
60
128,934

10,873
41
101,464

1,678
19
27,470

kWh
ｍ

３

㎏
ℓ
ℓ
ℓ
t-CO2

緊急車両等を除く

【参考：市庁舎のみ】平成２９年度上半期
市庁舎のみ
電気
都市ガス
LP ガス
Ａ重油
灯油
軽油
温室効果ガス排出量
水道
用紙印刷量
車両燃料消費量
ガソリン
軽油
走行距離

①計画値
kWh
ｍ３
㎏
ℓ
ℓ
ℓ
t-CO2
ｍ３
枚
ℓ
ℓ
km

②実績値

①－②

493,646
4,859

473,106
5,377

20,540
-518

192,157
3,443
2,319,921

185,717
3,404
2,497,392

8,067
60
89,384

7,210
41
69,385

6,440
39
-177,471
0
857
19
19,999

●結果
分野２の評価については、年度当初の計画値を達成しているか否かで評価すること
としております。
市庁舎及び出先機関の場合、また、市庁舎のみの場合ともに、温室効果ガス排出量
や、水道、車両燃料消費量、走行距離については全体として目標値を達成することが
できました。一方、用紙印刷量については全体として目標値を達成することができま
せんでした。
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（３）庁舎管理の取組（分野３）
分野３は、市庁舎において、環境に負荷を与えるまたは与えるおそれのある設備の
運転や庁舎管理を行うもので、計画通りの市庁舎管理が行われた場合を達成として評
価しています。
上半期では、資産管理課において、法的基準の順守（騒音規制法、他）、日常点検の
実施を記録で確認する作業を計画通り適切に実施しました。

- 10 -

４ 本市の環境に対する取組の成果に関する情報
（１）不適合及び是正措置
①分野１について
上半期の実施結果では、不適合が２件発生しました。該当するまちづくり推進課、
笹目川保育園（保育幼稚園課）において、原因の究明及び今後の対策が検討され、
業務改善・処置報告書が提出されています（別添資料２「平成２９年度

不適合一

覧」参照）。
上記以外は概ね順調に事業を進行しています（別添資料１「平成２９年度

環境

施策・事業一覧」参照）。
②分野２について
不適合・是正処置については、各所属が管理する項目について目標値を達成して
いない場合に設定しているもので、上半期においては 43 課 74 件が該当しました。
主な未達成項目である用紙印刷量の目標未達成の原因としては、各課における新た
な取組に伴うものが多く見受けられました。不適合となった所属において下半期以
降の目標達成に向けた原因究明及び対応策が検討されており、どの所属においても
適正に対応しています。
③分野３について
上半期において、分野３における不適合は発生しませんでした。
（２）監視及び測定の結果
年度当初に策定した各取組については、平成２９年度は上半期の結果について、
各手順書の様式に基づき、監視及び測定を行いました。各取組の結果につきまして
は、別添資料１「平成２９年度

環境施策・事業一覧」のとおりです。

（３）順守義務を満たすこと
環境関連法令等順守評価シートに基づき、平成２９年度の当初に各所属が該当する
環境関連法令を特定し、上半期に環境関連法令の改定及び順守状況の確認を行いまし
た。これにより、環境関連法令該当課が順守していることを確認しました。
（４）内部環境監査の実施状況
内部環境監査は、平成２８年度同様、全組織への監査実施ではなくサンプリング形
式とし、全部署の約３分の１を監査する方法で実施しました。なお、ＥＭＳを実施し
ていく上で重要である環境ＩＳＯ事務局、資産管理課及び人事課においてはサンプリ
ングの対象からはずし、昨年度に引き続き監査を行いました。
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その詳細は「内部環境監査実施報告書兼回答書」により報告を行いました。
●実施期間及び対象
平成２９年１０月３０日から１１月１０日を期間として実施
本庁舎内１３部署

庁外施設９施設

環境 ISO 事務局

●監査の重点事項
①

規制を受ける環境法令等に関し、改正等の確認をきちんと行っているか、さら
に同法令等を順守しているかを確認。

②

分野１における、資源が具体的にイメージできているか、また、取組指標が測
定可能なものとなっているかを確認。

③

分野２における電気使用量や都市ガスなどを削減させていくための具体的取組
を進めているか、また、用紙印刷量を減らすために業務上の工夫を行っているか
確認。

●監査結果
指摘

０件

模範

６件

（別添資料３「平成２９年度

内部環境監査模範」参照）

●内部環境監査報告書
別添資料４「平成２９年度

内部環境監査報告書」のとおり

今後の検討事項
監査の結果、対象となったすべての被監査組織において、重点事項も含め、適正に
環境マネジメントシステムに沿った取組がなされていることが確認できました。
今回は、ISO14001：2015 年版に移行後、初めての監査であったことから、資源の
捉え方や測定可能な取組指標の設定など新たな視点についても監査しましたが、適切
に順守されていることが確認できました。
また、監査を実施した結果、指摘事項については特になく、模範事項が６件挙がり
ました。模範事項については、庁内へ周知し、水平展開させ、ＥＭＳの継続的改善を
図っていくことが必要です。
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５ 資源の妥当性
分野１における資源は取組内容に応じて各所属が設定することとし、分野２における資
源は、著しい環境側面に係る電気設備、空調設備及びＯＡ機器等と特定しています。また、
分野３においては、取組活動を監視・測定する機器と定めております。
分野１では、物品等・人材・資金などを資源として特定しており、これらについては内
部環境監査において確認した結果、特に問題はありませんでした。したがって、妥当なも
のと判断できます。
分野２及び分野３における資源は、省エネの推進や安全管理に向けた機器として現在使
用しているもので、運用上で特に問題も起きていないことから妥当であると判断します。

６ 苦情を含む、利害関係者からの関連するコミュニケーション
（１）環境関連の意見・苦情・情報等
①

環境に関する市長への電子メール、手紙等は政策秘書室で分別して記録し、ＩＳＯ
事務局に伝達する体制で対応しました。なお、ＩＳＯ規格に規定されている外部コミ
ュニケーションの対象となる苦情は０件でした。

②

環境に関する苦情、意見等のうち、本システムを改定しなければならない事案はあ
りませんでした。

（２）市民とのコミュニケーション
①

庁内各課をはじめ庁舎全体に環境方針を掲示しています。

②

白書「戸田市の環境」に本市のＥＭＳの概要及び実績等を掲載しています。

③

とだ環境ネットワークに登録している市民団体と環境活動を行っている企業・団体
で実行委員会を組織し、例年戸田市商工祭に合わせ、とだ環境フェアを開催していま
す。平成２９年度は、１０月２９日（日）に市役所南側駐車場を会場として開催しま
した。

④

市のホームページで運用ガイドなどを公表するとともに、毎月ＥＭＳの広報「環境

は足元から」を公開しています。
⑤

埼玉県の地球温暖化対策計画制度にかかる「地球温暖化対策計画・実施状況報告」
（平成２８年度エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量）を市のホームページに公
開しています。
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（３）庁内のコミュニケーション
①

環境推進員研修を開催し、ＥＭＳの詳細説明、手順の改善、取組状況等について説
明、職員間の相互理解を図りました。

②

ＥＭＳの広報「環境は足元から」をホームページに掲載し、職員ポータルで周知し
ています。各課に原稿の作成を依頼し、毎月更新しています。
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７ 継続的改善の機会
（１）分野１
平成２９年度から ISO14001：2015 年版へ移行して、上半期が終了したところですが、
各所属における取組事業は概ね順調に遂行しております。
リスク及び機会や、資源の認識などの 2015 年版に基づく事項が庁内に更に浸透される
よう、研修や分かりやすい資料の活用等で周知を行い、より効果的な事業展開を図って
いくことが必要だと考えます。

（２）分野２
温室効果ガスの排出量の削減については、職員の意識向上を今まで以上に図るととも
に、設備改修等の計画とあわせて省エネ設備の導入を積極的に実施していく必要がある
と考えます。特に古くなった空調機器についてはエネルギー効率も悪いことから入れ替
え等の検討を行う必要があると考えます。
また、用紙印刷量の削減については、業務の見直しによる資料等の削減など、業務改
善が促進されるよう、各所属へ働きかけていく必要があります。

（３）その他
内部環境監査における模範事項は６件ありました（別添資料３「平成２９年度

内部

環境監査模範」参照）。
ISO14001：2015 年版への移行でこれまでと変更になった点を重点的に監査して環境マ
ネジメントシステムの推進を図っていくことが必要であると考えます。
また、環境推進員研修、電子掲示板等での模範事項の公表を引き続き実施するととも
に、取組が全庁的に広がっていくよう、より効果的な周知方法を検討し、呼びかけてい
く必要があると考えます。
さらに、副市長が不在となったことから、副市長が不在の間の同職の役割を環境経済
部長が担うという運用を平成２９年１０月１３日から開始しております。本体制におい
ても、環境マネジメントシステムの継続的改善を図っていくことが重要です。
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８ 定期審査の実施状況
（１）定期審査結果の概要
平成 28 年度の定期審査は、平成 29 年１月 24 日～１月 26 日にわたって、（財）日本
品質保証機構（JQA）によって行われました（別添資料５「定期審査報告書」参照）。
●

改善指摘事項
改善指摘事項はありませんでした。

●

改善の機会（要改善留意点）
審査における改善の機会は、３点ありました。内容は以下のとおりです。

＜環境目標の設定について＞
①部門によっては分野１及び２における環境目標の設定に苦心されている状況が窺わ
れました。全庁舎的な環境側面の抽出が比較的シンプルな方法で行われていること
から、部門の担当業務の特性に即した課題の洗い出し等により「成果につながる環
境目標」の設定に検討の余地があります（例：オフィス内の生産性の向上策（他部
署の成功例の水平展開を含む）、外部委託業務での環境配慮レベルの向上、窓口での
待ち時間の削減他）。また「○○を○回/年実施」との「活動型指標」から、「成果型
指標（生産性/業務フローの効率化、○○指数の改善、市民満足の向上/不満足の解
消等）」への切り替えが可能と見られる状況も一部に見られました。
＜是正処置について＞
②環境目標である「用紙印刷量の削減」では庁舎全体的に目標の未達が目立っています。
本項目は行政サービスの生産性/満足度にも関連する重要指標と見られますが、目標
の未達対策としての「業務改善処置報告書」では、「①よりわかりやすい資料を作成
する、②書類の確認作業では印刷を必要最低限にする」等、「対策が実施されたか否
かの判断基準」についてあいまいと見られる表現、従来対策の踏襲（両面印刷+２in
１等）が散見されました。より具体的な対策の設定 （○○の電子化、業務工程の短
縮・代替、削減対象業務の洗い出し等)について検討の余地があります。
＜緊急事態の特定について＞
③庁舎における緊急事態は「屋上の軽油配管からの漏れ」が特定されていましたが、
一方で外部の地下タンク（25 千 ℓ 、改修後 3 年弱）及び給油作業時起因の漏洩は特
定されていません。発生時の影響度の大きさから一般的に緊急事態の対象とする事
例が多いことから、緊急事態特定のプロセス及びリスクの大きさ等について根拠・
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状況を「見える化」することに検討の余地があります。

（２）改善の機会に基づく改善状況
①平成２９年度から開始する 2015 年版の運用に伴い、分野１については改めて各取組
を作成する必要があることから、この取組の作成と併せて「成果型指標」への切り
替えを踏まえた指標の見直しを図っています。
②環境目標である「用紙印刷量の削減」では庁舎全体的に目標の未達が目立っており、
これについては、業務の見直しによる用紙印刷量の削減が図れるよう、業務改善の
促進を研修等で働きかけています。また、具体的な対策の設定方法についても検討
していきます。
③外部の地下タンクについても、著しい環境側面として管理していくこととし、緊急
事態対応訓練等の対象に地下タンクも含めて取り組んでいきます。
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９ 市長による総合的な見直し事項（マネジメントレビュー）
■見直し内容
（１）本システムが引き続き、適切で、妥当かつ有効であることに関する結論
本システムの運用を通じて、事業における環境配慮、省エネ活動等の推進が図られ
ており、適切で、妥当かつ有効であると考えられることから、次年度においても引き
続き本システムを運用していくこととする。
（２）継続的改善の機会に関する決定
●分野１
環境に影響を与えることができる環境側面の考え方が各部署において定着しつつあ
る。また、2015 年版の運用に伴う、資源や成果目標なども各取組に落とし込みが行わ
れており、順調に移行が進んでいる。
2015 年版では成果が重視されていることから、十分な成果が出せるよう、教育訓練
や環境推進員への働きかけなどを通じて、職員の意識啓発に取り組むこと。
●分野２
温室効果ガスについては、平成２９年度上半期においては目標値を達成できている
が、年間実績で達成することが重要なので、引き続き省エネ行動に取り組むこと。用
紙印刷量については、上半期で目標値を超過しているため、下半期における改善に力
を入れて取り組むこと。
温室効果ガスの削減に向けて、公共施設に関する改修計画（修繕含む。）の中で、環
境に配慮した設備の導入を積極的に推進すること。施設の温度管理については、事務
環境や市民サービスを考慮しつつ、適切な温度設定とするよう調整すること。
用紙印刷量の削減に向けて、業務手法の見直しなどを引き続き検討すること。
●分野３
市庁舎の管理については、法的基準の順守、緊急事態の特定、日常点検の実施等、
適正処理が確認されているため、適切な記録を残し、引き続き施設の安全管理に努め
ること。
●その他
内部環境監査については、平成２９年度は、主に ISO14001 の 2015 年版を対象とし
て実施できているが、新たな規格に基づく監査がより適切に実施できるよう、監査員
の技術向上に努めるとともに、実施結果を周知して共有を図り、庁内全体の改善につ
なげること。
（３）資源を含む、本システムの変更の必要性に関する決定
ISO14001：2015 年版の運用については、平成２９年度から始めたもので、未だ１年
間を通して実施していない状況であり、変更の必要性については年間の実績等を踏ま
えて判断していくべきと考える。したがって、現状では、本システムの変更の必要性
はないと考える。

- 18 -

（４）環境目標（目標数値を含む）が達成されていない場合の処置
環境目標については、本市では各取組の取組指標において管理しており、各取組の
上半期の分野１では計２件が未達成、分野２では用紙印刷量などで計７４件が未達成
となっている。未達成の場合には、業務改善・処置報告書において問題の抽出・分析
を行い、問題解決へ向けた今後の対応を示して改善に向けて取り組むこと。
（５）本来業務と本システムのさらなる統合の検討
分野１において、本来業務における環境配慮を各所属の取組として掲げており、本
システムとの統合が進んでいる状況である。分野２においても、戸田市地球温暖化対
策実行計画事務事業編を基に取り組んでいることから本来業務との統合がなされてい
る。更なる統合については現行の取組の進捗状況を見て判断していくこととし、次年
度については現行の取組を継続していくこととする。
（６）リスク及び機会の見直しについて
リスク及び機会の状況は運用ガイドに記載のとおりで、これによる問題も発生して
いないことから、リスク及び機会については変更の必要性はないと考える。
（７）本システムと本市の戦略的な方向性の整合に関する示唆
戸田市地球温暖化対策実行計画の改訂を平成３１年度に予定していることから、同
計画の改訂に向けて、環境マネジメントシステムの適切な運用を進めていくこと。
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分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

1

2

3

4

所属名

庶務課

経営企画課

人事課

人事課

施策事業名

事業内容

印刷丁合機による印 印刷丁合機の印刷を削減し、紙の使用量やトナー
刷の削減
消費の削減を行う。

●会議等における予備資料準備数の削減
経営企画課では、庁議や各種本部会議、委員会
等、多数の会議を開催している。会議の際に配布
する資料部数は、所属する委員のほか、事務局用
及び予備用の資料等を印刷している。会議資料は
会議等における予備
事前配布がルールとなっており、会議当日は各委
資料準備数の削減
員が持参することとなるため、忘れた場合の予備
資料は不可欠となっている。この予備資料の準備
部数について、現在、担当者によってまちまちであ
る印刷部数のルールを決め、紙資源の有効活用
を図る。

●ノーネクタイ・ノー上着の実施
夏季におけるノーネクタイ・ノー上着を実施ＰＲする
ノーネクタイ・ノー上
ことにより、全職員の実施及び来庁市民の協力理
着の実施
解を得て、庁舎空調設定温度の維持や光熱水費
の削減を進め、地球温暖化防止に貢献する。

●ノー残業デーの推進
ノー残業デーの積極推進により、庁舎電気、空調
ノー残業デーの推進
関係等の抑制により、地球温暖化防止に貢献す
る。

必要な
資源

物品等
資金

取組内容

取組指標

目標部数（1,785,261枚）
平成２７年度と比較し、年間の印刷部数
【参考】平成２７年度の印刷部数
を約４％削減する。
（1,859,647枚）

実績
担当課において、印刷
部数のデータ抽出がで
きるように設定を行っ
たため、印刷部数の確
認を行い、必要に応じ
て各所属に印刷機の
利用削減を周知した。

分析

印刷の削減について、周知したことで 上半期
昨年度の同時期と
3
比較して約１０万枚削減できた。
（平成２９年度４月～９月）８１１,８７４
枚
年間
（平成２８年度４月～９月）９０９,８９１
枚

●課内ルール「会議等
における予備資料の印
刷部数について」を作
成し、課内へ周知し
た。
●ルールに基づいた会
議開催 実施率 １０
０％
※ルールに基づく会
議開催数 16件／経営
【目標】ルールに基づき資料を準備した
企画課が事務局として
会議の開催率１００％
開催した会議数 16件
※会議内訳：庁議5
回、行政改革推進本部
会議2回、行政経営研
修会2回、外部評価委
員会3回、総合振興計
画策定委員会1回、番
号制度推進本部会議1
回、事務改善委員会2
回

平成28年度に作成した課内ルール
「予備資料５部以下」に基づき、昨年
度は会議運営を行ってきた。しかしな
がら、会議における予備資料数は会
議の規模にもよるところが大きいた
め、上記ルールを「予備資料は原則５
部以下」に変更し、上半期の会議運
営を行ってきた。
その結果、上記実績にもあるとおり
ルールに基づいた会議開催実施率は
１００％となり、順調に推移していると
考えられる。

人材

ノーネクタイ・ノー上着については、継続
して実施していくことが重要であることか
目視による確認ではあ
ら、基本的には前年度の取組内容を維 ノーネクタイまたはノー上着の実施職員 るが、ほぼ１００％実施
持していくとともに、課題や改善点等を の割合
していることが確認で
抽出し、効果的な取組となるよう毎年検
きた。
討を重ねていく。

５月１日～１０月３１日までの６か月間
をクールビズ期間として、ポスター掲
示や職員ポータルでの啓発を実施し
ノーネクタイ・ノー上着を推進したこと
が要因と考える。

人材

職員ポータルの掲示板
で毎月第３木曜日は
ノー残業デーとし、全
庁的に周知している。
加えて、６月２１日に夏
至ライトダウン及び７月
７日クールアースデー・
七夕ライトダウンに環
境課の実施するイベン
トとタイアップし、特別
ノー残業デーを実施し
た。

●前年度の会議運営実績に基づき、
ルールを見直す。
物品等
●ルールに基づき、会議資料を準備す
る

ノー残業デーの実施については、習慣
化することが重要であることから、基本
的には前年度の取組内容を維持してい
ノー残業デーの回数及び実施回数
くとともに、課題や改善点等を抽出し、効
果的な取組となるよう毎年検討を重ねて
いく。

評価

上半期

3

年間

上半期
3

年間

上半期
４～９月で全８回の全庁的なノー残業
デーを周知している。環境課のイベン
トとのタイアップで、より効果を高める
ことができた。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

5

6

所属名

人事課

財政課

施策事業名

研修受講報告書の
電子化

事業内容

●研修受講報告書の電子化
研修受講報告書の電子化により、本人による人事
課への提出や人材開発担当者による報告起案作
成に要する人的なコスト等を削減する。

●業務マニュアルを作成することにより、業務の効
業務マニュアル作成 率化を図る。
等による業務改善 また、作成した業務マニュアルについて整理及び
見直しも適宜実施する。

必要な
資源

人材

物品等

●公用車への低排出ガス車の導入促進及び電動
アシスト自転車の導入

7

資産管理課

低排出ガス及び電
・今後導入する車両について、より低減レベルの
動アシスト自転車の
高い低排出ガス車の導入を推進し、既存の車両に
導入促進
ついても徐々に移行を検討していく。また、電動ア
シスト自転車を導入することで、自動車の使用頻
度を逓減できるか検証する。

物品等

取組内容

取組指標

9

資産管理課

入札検査課

建築営繕事務

工事検査業務にお
ける公用車利用の
削減

・施設の新築及び設備改修時等における省エネル
ギー設備や新エネルギー設備の導入

●工事検査業務における庁舎から１ｋｍ圏内での
現場検査にて、公用車の利用を削減する。
・建物外の検査が多く天候にも左右される。工事の
内容によっては検査書類量が段ボール複数箱の
場合もある。すべての工事においておこなうことは
不可能であるが、少しでも環境に配慮して業務に
あたり上記を実施する。

物品等

その他（自
転車等の
二酸化炭
素を排出し
ない乗り
物）

分析

評価

研修受講報告書については、各所属で
決裁後に人事課に紙で提出をお願いし
ている。提出にあたっては、職員が人事
課に出向いていることや、提出対象者数
分の報告書が紙で提出されているた
研修受講報告書提出おける電子化率
め、報告書を電子化することにより、こ
れらの資源・人的コスト削減を図る。
報告書の電子提出率８０％以上を目指
す。

研修のオリエンテーション時に、研修 上半期
受講報告書の電子提出について周知
することで、電子化を推進した。
2
多くの職員は電子での提出となった
電子での提出率は約６
が、経験を積んだ職員からの紙提出
０％となった。
が散見された。これは、以前からの紙 年間
提出が習慣となっていることからと思
われる。電子化を推進するため、引き
続き周知を実施する。

マニュアル化できる業務を精査し、業務
マニュアルを作成する。
業務マニュアルの作成及び整理、見直
また、作成した業務マニュアルについて し数 ４つ（３ヶ月に１つ）
整理及び見直しを実施する。

業務マニュアルの作成
及び整理、見直しにつ
いては、上半期に予定
していた２つについて
実施した。これによって
既存のマニュアルを見
直す等、業務改善を図
ることができた。

新規導入車両及びリース替え車両につ
いて、低減レベルの高い認定を受けて
いる車両及びハイブリット車両のさらな ・低排出ガス車 ５台導入
る導入を検討する。さらに、電動アシスト ・電動アシスト自転車 １台導入
自転車を導入することで、公用車の使用
頻度を逓減できるかどうか検証する。

・リース替え車両について、全車種で
・低排出ガス車 ９台導
低排出ガス車とすることができた。
入
・電動アシスト自転車を見積合せによ
・電動アシスト自転車
り２台導入することができ、職員の利
２台導入
用状況も増えている。

省エネルギー設備及び新エネルギー設 導入を予定していた工事件数に対する
実施件数の割合100％
備の導入

省エネルギー設備の
導入を予定している４
件のうち１件は実施済
み。３件は入札を終
え、下半期からの工期
で実施予定。
【上半期実施済み】
「議場天井裏アスベ
スト除去工事及び天井
改修工事」
【下半期実施予定】
「笹目中学校武道場
天井改修工事」
「戸田中学校武道場
天井改修工事」
「美笹中学校武道場
天井改修工事」

予定していた４件の工事に対して、Ｌ
ＥＤ照明の設置等省エネルギー設備
の導入を設計に入れ入札を実施し、１
件は施工も完了した。
残り３件についても下半期実施予定
であり、工事の進捗を確認していく。

上半期１ｋm圏内検査
件数 ：１２件【４月～９
月】
上半期取組実施件数
： ９件

上半期は、天候に恵まれ、７５％と目
標を達成できた。引き続き公用車の
利用を減らしていくよう取り組んでいき
たい。

●公共施設への新エネルギーの率先導入

8

実績

上半期
業務マニュアルの作成及び整理、見
直しについては、上半期に予定してい
た２つについて実施した。これによっ
て既存のマニュアルを見直す等、業
務改善を図ることができた。

3

年間

上半期
3

年間

上半期

3

年間

上半期
１ｋｍ圏内での現場検査にて、対象圏内
件数の７５％を徒歩、自転車または公用
対象圏内件数の実施割合（７５％）
車の相乗りを行なうことで、公用車での
移動を減らす。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

10

11

12

所属名

税務課

収納推進課

市民課

施策事業名

事業内容

課税業務における簡
●課税業務における簡略化及び資源削減
略化及び資源削減

市税等収納事業

マイナンバー（個人
番号）カード及びコン
ビニ交付サービスの
普及

納税コールセンターから電話による納付案内を行
うことで、市税等滞納の早期徴収を目指すととも
に、催告書等の発行枚数の抑制を図る。

マイナンバー（個人番号）カード及びコンビニ交付
サービスの普及を促進することにより、市民の利
便性向上・待ち時間の短縮、窓口業務の軽減、申
請書印刷量の削減を図る。

必要な
資源

物品等

人材

協働推進課

ボランティア・市民活
・ボランティア・市民活動支援センターホームペー
動支援センター運営
ジにおいて、インターネットの双方向性を利用した
事業
ボランティア・市民活動団体の情報発信・収集がで
きるよう管理運営する。

協働推進課

地域通貨運用事業

・ボランティア活動や市民活動の活性化及び活動
を支えるシステムとしての地域通貨「戸田オール」
を広く普及させるとともに、利用機会の増大を図
る。

協働推進課

市民活動サポート補 ・市民活動団体が行う社会貢献事業やNPO法人に
助金事業
対して資金面で支援を行う事により、柔軟な公益
サービスの提供を促進させるとともに、市民活動
団体の自立支援を行う。

分析

課税業務における簡略
化及び資源削減
4月：190枚
課税資料等を2in1印刷とし、ステープル
5月：180枚
課税業務における簡略化及び資源削減 が必要なものは可能な限り、芯なしのス
6月：160枚
テープラを使用する。
7月：155枚
8月：205枚
9月：200枚

上半期の実績はすべての月について
実績を達成できた。芯なしステープラ
についても各担当にて購入し、積極的
に使用している。
年間を通して達成できるよう今後も呼
びかけていく。

4月～9月までの電話に
よる納付案内の件数は
納税コールセンターへの架電指示
市税等滞納者への電話による納付案内 22,223件であり、年間
納期や督促状の発送、滞納処分の段階 の件数
の環境配慮取組指標
に合わせて架電リストを作成
26,400件（年間）
である２６，４００件を大
きく上回るペースで進
捗している。

平成28年度下半期と同一業者への委
託となったこともあり、架電指示をス
ムーズに行うことができた。
督促状発送後、すぐに架電を行うこと
で、滞納の早期徴収に努めた。催告
書の発送は11月及び12月の予定。

マイナンバー（個人番号）カードの交
マイナンバー（個人番
付について、広報への掲載やキャン
号）カードの交付枚数
ペーン等を通じて周知を図った結果、
（総数）14,841枚（9月末
交付枚数は昨年度末の12,953枚から
時点）
順調に増加している。

物品等
人材

ボランティア・市民活動
支援センターホーム
ページにおいて、環境
特集記事を2回掲載し
指定管理者と連携し、利用促進と充実を 支援センターホームページで、環境に関
た。
図る。
する特集記事を年度内に2回掲載する。
【内容】
４月 水源地清掃ボラ
ンティア
６月 彩湖ができるまで

物品等
人材
資金

清掃ボランティア事業
を２回開催した。
①戸田ふるさと祭り・・・
会場の清掃ボランティ
環境保全を目的とした催し等のイベント
アを募集し、参加者に
において、地域通貨を活用した会場清
お礼としてオールを渡
地域通貨を活用した清掃ボランティアを
掃ボランティアの実施について、関係各
した。
年度内に2回実施
課や市民活動団体等と連携を図り、地
②上戸田ゆめまつ
域通貨の利用機会の増大に努める。
り・・・「とことこ清掃隊」
という名称で小学生の
清掃ボランティアを募
集し、参加者にお礼と
してオールを渡した。

人材
資金

市民活動サポート補助
金事業において、市民
活動団体が行う環境保
市民活動団体が行う環境保全を含む公
全に関する事業に対
益性のある事業や、公益の増進に資す
市民活動団体が行う環境保全に関する し、１件の交付を行っ
る団体であるNPO法人に対して補助金
事業、もしくは環境保全事業を行うNPO た。
が交付されるように努める。
法人に対して補助金が1件以上交付さ 【交付事業】
また、補助金制度の周知啓発に努める
れるように努める。
①市役所南通りの景観
とともに、より適切な支援が行える体制
と文化を育む意識の啓
づくりを進める。
発事業（団体名：市役
所南通りの景観と文化
を育む会）

●市民活動サポート補助金事業

15

実績

物品等

●地域通貨運用事業

14

取組指標

市民の利便性向上・待ち時間の短縮、
窓口業務の軽減、申請書印刷量の削減
マイナンバー（個人番号）カードの交付
を図るため、マイナンバー（個人番号）
枚数（総数）16，000枚
カードの交付枚数（総数）の増加を目標
とし、普及を促進する。

●ボランティア・市民活動支援センター運営事業

13

取組内容

上半期で目標回数を達成することが
できた。
市民活動団体の情報発信のサポート
及びセンターホームぺージ閲覧者の
環境意識醸成のため、引き続き、指
定管理者に対し、センターホームペー
ジに環境記事掲載を働きかけていく。

評価
上半期
3

年間

上半期
3

年間

上半期
3

年間

上半期
3

年間

上半期
清掃ボランティア事業を２回開催し上
半期で目標を達成することが出来た。
地域通貨を活用した清掃ボランティア
事業は、誰でも気軽に環境活動に参
加できる取組であることから、他団体
でも同様の取り組みが実施されるよう
働きかけていきたい。

3

年間

上半期
環境活動を対象とする事業・NPO法
人に対し、１件の補助金交付を決定
し、目標を達成した。
補助金交付決定団体に対し、市民活
動を適宜サポートし、補助金事業（環
境活動）の効果向上に努めていく。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

16

所属名

防犯くらし交
通課

施策事業名

コミュニティバス運行
事業

事業内容

●公共交通の利便性向上
・コミュニティバスの運行管理と利用促進

必要な
資源

物品等
人材
資金

取組内容

取組指標

防犯くらし交
通課

自転車対策事業

・広報活動と・指導・啓発、さらには放置自転車の
撤去を実施
・人口増に伴う自転車駐車場利用者の増加に対処
するため、収容台数増加に向けてJRと連携を強化

人材
資金

●健康づくり体制の促進

18

19

20

防犯くらし交
通課

保養所管理運営事
業

保養所管理運営
（指定管理者による管理運営）
・利用に関する業務
・施設の維持管理に関する業務

文化スポーツ スポーツセンター大 スポーツセンター屋内プール新築工事に伴い、省
課
規模改修事業
エネなどの環境配慮を実施する。

文化スポーツ 文化会館大規模改
課
修事業

文化会館の大規模改修において、省エネ設備の
導入を検討し、施設への環境配慮を図る。

物品等
人材
資金

物品等

物品等

分析

評価

乗車人員（４月～９月） 全路線合計の乗車人数は年間目標 上半期
の５１．１％となり、半数を達成でき
１７８，４６２人
年間乗車人員３４９，３００人
3
コミュニティバス「toco」について、利用し
（喜沢・川岸循環８５，７ た。
（喜沢・川岸循環１７２，６００人、西循環
やすい環境づくりや安定した運行を実施
０９人、西循環２９，９８ しかしながら、路線別では目標を達成
７５，４００人、南西循環６０，７００人、美
し、年間利用者数の増加に繋げていく。
６人、南西循環３９，７１ できていない路線もあるため、引き続
年間
笹循環４０，６００人）
９人、美笹循環２３，０４ き利用客が増えるような環境づくりに
努めていきたい。
８人）

●放置自転車対策

17

実績

駅周辺を中心とする放置自転車に対し
ての警告指導・撤去作業。
未納料金駐車自転車の撤去による駐車
スペースの確保。

指導台数 ９，５００台
撤去台数 ２，０００台
未納料金駐車自転車撤去
３駅合計台数 ２００台

保養所の適切な管理運営（指定管理者
による管理運営）による利用者数の確保 利用者数 9900人
アンケートの回収により、利用者の意見 利用者アンケート回収数 370件
を吸収し、サービスの向上に努める。

上半期の指導台数は年間目標の約３
３％、上半期の撤去台数は年間目標 上半期
の約４５％であり、未納料金駐車自転
車撤去（３駅合計）台数については約
指導台数（４～９月）２，
２３％といずれも年間目標の数値の
９９８台
3
半数を下回っている。今年度より夜間
撤去台数（４～９月）８９
における警告・撤去を開始し、夜間に
０台
３５１台を撤去したことで撤去台数は
未納料金駐車自転車
昨年より約１８０台増えたが、日中の
年間
撤去(４～９月)３駅合計
撤去台数が減っており、３駅全体の放
台数４５台
置自転車台数が減っている。また、自
転車駐車場内の未納料金駐車も減
り、駅周辺の放置自転車は更に良好
な環境に向かっている。
利用者数については、目標値の半数 上半期
以上の利用があり、順調に推移して
いる。
また、アンケート回収数については、
3
利用者数 5293人
現場での呼びかけを徹底したことによ
利用者アンケート回収
り、上半期で今年度の目標値を超え
数 445件
年間
る回収数となった。アンケートに寄せ
られた意見のうち、可能なものは即座
に取り入れ、サービスの向上に活かし
ている。

仕様の有無

検討会議において、省
エネ機器の導入を行っ
た結果、実施設計にお
いて、LED、GHP、ソー
ラー街路灯などの機器
を導入することが決定
した。

設計に携わった担当者が省エネ機器
の導入を意識していたため、設計にあ
たり、予算が厳しい状況の中でも省エ
ネ機器を導入することが出来た。

文化会館大規模改修の実施に伴い、基
本設計において省エネ設備の導入を検 仕様の有無
討する。

・文化会館大規模改修
の設計業務委託の仕
様を検討する上で、省
エネ機器を導入するよ
うな仕様を作成した。
・検討会議において、
平成28年度に実施した
省エネ診断の内容を踏
まえるよう設計業者に
指示した。

文化会館改修工事の設計において、
資産管理課と連携し、積極的に省エ
ネ機器の導入について検討した。
予算との兼ね合いもあるが、今後も設
計時に省エネ機器の導入について検
討していきたい。

市の施策や補助金、セミナーなどの情
報の周知をメール(電子媒体)で行うこと
メールマガジン登録者数200者
により、紙資源の節約や事務作業の簡
略化を目指す。

前半では登録者数が伸び悩んだが、
メールマガジンの登録 事業者団体の登録を11月に行うこと
者数164者
になっており、年間の登録は200者を
超える見込みである。

スポーツセンター屋内プールの新築に
伴い、設計業務において環境配慮を検
討する。

上半期
3

年間

上半期
3

年間

上半期

21

経済政策課

メールマガジン配信システム事業
メールマガジン配信 経済政策課に係る情報発信やアンケートをメール
システム事業
マガジン(電子媒体)で行うことで、紙資源の抑制、
事務の効率化

人材

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

22

所属名

経済政策課

施策事業名

農政対策事業

事業内容

子どもの農業体験事業

必要な
資源

その他
（場所）

取組内容

取組指標

実績

分析

評価

「土に親しむ広場」のうち4区画を教育セ
上半期
ンターのステップ教室事業に貸し出し、
不登校児の学校復帰の一助とする。ま
土に親しむ広場区画の
3
た、保育園や学童保育、社会福祉法人
土に親しむ広場区画の貸出5団体9区画 貸出5団体9区画
指標を達成した。引き続き事業を実施
に貸し、園児、児童、生徒等の農業体験
じゃがいも堀体験 5保育園
じゃがいも堀体験 8保 していく。
の場とする。
年間
育園
農業研究会会員所有の生産緑地にて、
保育園児のじゃがいも堀を実施し、農業
体験の場とする。

上半期
生ごみ堆肥化推進事業

23

環境課

生ごみ堆肥化推進
事業

環境課

市民及び事業者に対し、太陽光発電等の再生可
環境配慮型システム
能エネルギー設備並びに高効率給湯器等の省エ
及び電気自動車等
ネ機器の設置及び電気自動車等導入の補助を実
普及促進事業
施し、市内での二酸化炭素排出抑制を図る。

・家庭から出る生ごみを堆肥化し、その活用を推進
することにより、循環型社会の形成に寄与する。

物品等

生ごみ堆肥の製造・普及による家庭ご
みの減量

生ごみ堆肥の製造量

７t

上半期の時点で年間の指標を上回る
生ごみ堆肥の製造量： 実績を達成している。今後も取り組み
を推進し、ごみの減量化を図ってい
7,844kg
く。

3

年間
上半期

24

25

26

環境課

環境課

クールシェア事業

環境ネットワーク事
業

夏の暑い時期に一人が一台の冷房を使用するの
ではなく、一か所に集まり、涼しさをシェアすること
で、CO2の削減につながり、温暖化防止に寄与す
る取組であるクールシェア事業を実施し、市域内で
の省エネの普及啓発を行う。

環境出前講座を実施するとともに、環境フェアにお
ける市民への意識調査を実施する。

物品等
資金

物品等
人材

環境課

リサイクル推進事業

・一般家庭で使用されない不用品を登録し、紹介
をする業務

家庭ごみ収集事業

28

環境課

リサイクル推進事業

・市内ごみ集積所に出される家庭ごみ等の分別の
啓発と適正な収集運搬。

補助件数：６０件

クールシェア実行委員会や各所属との
クールシェア賛同店舗及び施設数（５０
調整を行い、クールシェアを市域で実施
店舗）
することで、CO2の削減を図る。

クールシェア実行委員会での検討、
上半期
埼玉県との調整や、クールシェア拠点
3
クールシェア賛同店舗 での啓発品の配布、商店会連合会で
の呼びかけ、HPでの周知などにより、 年間
及び施設数：69店舗
賛同店舗等の増加を図ることができ、
指標を上回る実績となった。

3

年間

環境出前講座については、環境ネット 上半期
ワーク会議での周知などによって、２
回実施することができた。この他に、
2
天候不順のため、８月に開催予定で
あった３講座が中止になった。
また、市民意識調査アンケートは環境 年間
フェアにおいて実施する予定で10月
の実施に向けて順調に準備している
状況である。

物品等
人材

環境出前講座を実施し、市民の環境意
識の向上を図る。また、環境フェアにお 環境出前講座の実施件数： 4回
ける市民への意識調査を実施し、市民 市民意識調査アンケート実施：1回
の意識把握を行う。

環境出前講座の実施
件数：２回

物品等

不用品を登録紹介し、再利用することに
よりごみの減量とリサイクルの推進を図 譲渡成立件数 ４０件
る

従前より継続して実施している事業の 上半期
ため、コンスタントな利用実績がある。
3
上半期譲渡成立件数： また、以前に利用したことがある人が
再度利用するというケースや、１人が
２４件
年間
複数の登録を行うケースもあり、譲渡
の成立件数に繋がっている。

パンフレット・広報・ホームページ等での
周知・啓発によるごみの分別を推進し、 市民一人当たりのごみ排出量 331kg/
排出される廃棄物の量を抑制する。ま 年
た、適切な分別により資源ごみの適正 資源ごみの回収量 3,778,000kg
化を促す。

市民一人当たりのごみ
排出量 166.3kg/6か
月
資源ごみの回収量
1,760.13kg/6か月

不用品の登録、紹介事業

27

広報、町会回覧及びHPで周知活動を
行ったため、上半期で年間目標の6割
を達成できた。

市民及び事業者に対し、環境配慮型シ
ステム等設置費補助金制度及び電気自 補助件数：１００件
動車等導入費補助金制度を実施する。

人材
資金

市民一人当たりのごみの排出量自体
はほぼ目標通りに推移している。資源
ごみの回収量は指標（前年度実績
値）を下回る推移だが、市全体のごみ
の排出量が減少している。

上半期
2

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

29

30

所属名

環境課

環境課

施策事業名

環境質調査事業

常時監視測定事業

事業内容

各種公害の調査業務

常時監視測定事業における測定の実施

必要な
資源

物品等
資金

物品等
資金

取組内容

取組指標

環境課

生ごみ処理機購入
費補助事業

・家庭から出される生ごみの自家処理を促進し、廃
棄物の減量を図る。

資金

分析

ダイオキシン類、公共用水域水質、悪
臭、水質異常時水質、騒音・振動等の環
境調査を実施する。また、騒音・振動、 目標実施率１００％
悪臭等の苦情について早期対応を行
う。

ダイオキシン類等調査
大気2箇所×2回
アスベスト 1箇所×1回
公共用水域水質調査 各調査とも滞りなく実施できた。
8箇所×2回、5箇所×1
回
公害苦情件数 32件

SO2、NO2、CO、SPM、Oｘについて市内
の測定局で常時監視を実施する。また、
目標実施率１００％
道路交通騒音についても常時監視測定
を実施する。

市内４測定局におい
て、大気環境の各項目
故障等による欠測が生じること無く、
（SO2、NO2、SPM、O
予定どおり測定することができた。
ｘ）及び騒音の常時監
視測定を実施した。

生ごみを自家処理とすることによる廃棄 生ごみ肥料化容器
物の減量
電気式生ごみ処理機

ここ数年は実績が減少しているが、す
コンポスト型容器 １基 でに必要とする世帯に行き渡っている
電気式生ごみ処理機３ と考えられる面もあり、結果として生ご
台
みの排出量の抑制に繋がっていると
考えられる。

生ごみ処理機購入費補助事業

31

実績

５基
１０台

評価
上半期
3

年間

上半期
3

年間
上半期
2

年間
上半期

32

環境課

33

緑化推進事業（グ
みどり公園課 リーンウェイブ等苗
木配布）

34

放射線測定事業

水と緑のネットワー
みどり公園課 ク推進事業（戸田ヶ
原自然再生事業）

空間放射線量及び土壌放射性物質の測定

●とだグリーンウェイブに係る植樹団体への苗木
配布

物品等
資金

空間放射線量について、中町測定局で
モニタリングポストによる常時監視測定
目標実施率１００％
を実施する。また、土壌放射性物質につ
いても４半期毎に測定を実施する。

物品等

とだグリーンウェイブに係る苗木配布
秋の苗木の無料配布に係る苗木配布
とだグリーンウェイブに 広報やホームページ、ＳＮＳなどを活
とだグリーンウェイブに係る苗木配布件
とだグリーンウェイブや秋の苗木の無料
係る苗木配布件数は 用して周知を行った結果、目標を大き
数 9件
配布に係るパネル展示や広報掲載等に
く上回る配布件数となった。
10件、80本だった。
よる普及啓発

●市民への秋の苗木の無料配布

●戸田ヶ原自然再生事業

人材

市民参加イベントにつ
戸田ヶ原自然再生事業実施計画追補版
いては、さくらそう祭り
に沿って、事業を実施する。
と戸田ヶ原ガイド講習
戸田ヶ原自然再生エリア第1号地や湿地
市民参加イベント回数 3回
会の2回を開催した。
再生区域Ｆにおいて、市民・企業などと
戸田ヶ原サポーターに
ともに保全管理作業を行い、維持管理
戸田ヶ原サポーター新規登録人数 2人 ついては、新規の2名
する。
に加え、団体として埼
戸田ヶ原サポーターと連携した事業の
玉県電気工事工業組
展開
合の登録があった。

整備計画の策定

35

公園諸施設工事の
みどり公園課
設計・監督事業

●公園諸施設工事の設計
資金
●公園諸施設工事の監督

空間放射線量調査
３箇所×６回
土壌放射線性物質調
査 ２箇所×２回

施設整備
1.樹木植栽の維持
2.エコ製品の利用
3.発生土再利用

公園施設整備・改修工
事1件の設計が完了し
今後、工事の発注を行
う予定。残り3件につい
公園施設整備・改修 4件
ては今後実施予定。
（仮称）荒川水循環センター上部利用計
（仮称）荒川水循環セ
画事業 1件
ンター上部利用計画事
業設計は完了し、今後
工事の発注を行う予
定。

予定どおり調査を実施できた。また、
安定した数値で推移している。

3

年間
上半期
3

年間

上半期
市民参加イベントについては、計画ど
おりに実施できた。
また、戸田ヶ原サポーターについて
は、戸田ヶ原での取り組みを広くＰＲ
することで、新規登録が増えたものと
考える。

3

年間

上半期
設計時に再生砕石及び、再生砂、
ウッドチップを組み込み、植栽につい
ても新設を行う予定。発生土について
は、現場内の再利用を行う設計となっ
ている。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

所属名

施策事業名

事業内容

36

●緑の外環道事業
水と緑のネットワー
みどり公園課 ク推進事業（緑の外
●その他、水と緑のネットワーク形成プロジェクト
環道事業等）
の推進

37

●生け垣等設置奨励補助金
緑化推進事業（緑化
みどり公園課 推進に関する補助 ●屋上等緑化奨励補助金
金）
●保存樹木指定補助金

38

39

40

福祉総務課

生活支援課

障害福祉課

上戸田地域交流セ
上戸田地域交流センターの管理運営
ンター管理運営事業

生活保護費支給事
業

指定管理者施設に
おける環境配慮

生活保護費の口座支給率（平成29年3月時点：
79％）を上げることにより、使用用紙の削減、被保
護者の自立助長、事故の防止及び事務の軽減に
より、事務効率の向上と環境負荷の低減を図る。

指定管理者施設における環境配慮

必要な
資源

人材
資金

取組内容

取組指標

緑の外環道事業植え付けイベントでの
協働によるツル植物の植え付け
緑の外環道事業での壁面緑化の延長
環境月間記念植樹などによる苗木の植 120ｍ
樹
水と緑のネットワーク形成プロジェクトの 苗木の植樹回数 1回
普及啓発

補助件数130件
各種緑化推進にかかる補助金制度の普
及啓発

物品等
人材

分析

緑の外環道事業での
壁面緑化の延長は124
ｍで実施する予定とし 計画どおり事業が進められているた
ている。
め、取組指標を達成できた。
苗木の植樹回数につ
いては、1回実施した。

評価
上半期
3

年間
上半期

生け垣等の設置、屋上等の緑化、保存
樹木等の維持に対する補助
資金

実績

上戸田地域交流センター（あいパル）
で、利用者の中から園芸ボランティアを 花壇の草花を前年比で10鉢(球)増や
募り、施設を取り囲む植栽帯（花壇）に す。
植え付けを行う。

補助件数が10月現在
で133件となる見込み
である。

上戸田地域交流セン
ター（あいパル）では、
園芸ボランティアを募
り、あいパルサポー
ターズ会員として、施
設を取り囲む植栽帯に
花苗等の植え付けを
行っている。あいパル
の利用者や歩行者が
季節ごとの花を楽しめ
るよう、植え付ける草
花にも工夫し、日日
草、ベゴニア、朝顔、マ
リーゴールド、ミニひま
わり、ダリアなど季節を
感じられる花を選択し
た。昨年度は上半期で
11種７3鉢（株）、今年
度は上半期で14種145
鉢（株）を植付けた。

保存樹木の指定解除が例年より多
かったが、制度周知に努め、昨年とほ
ぼ同程度の補助金申請件数となった

3

年間

上半期

施設利用者からなる園芸ボランティア
を中心に、季節の花苗の植え付けや
水やり、除草等の手入れを行ない、緑
豊かな環境を保持した。下半期も植
付け等を継続し、年間で対前年度比１
０鉢増の目標を達成したい。

9月末時点で、総世帯
数1,807世帯に対し、口
職員へ取り組み内容を周知徹底した
座支給世帯は1,510世
ことにより、口座支給率が上昇した。
帯となっており口座支
給率は83％になった。

3

年間

上半期

物品等

窓口支給の世帯の中から、口座支給に
変更可能な世帯を調査し、口座支給へ
口座支給率81％
の変更を働きかけ、口座支給率を上げ
る。

物品等

障害福祉課所管の４つ
上半期
の指定管理者施設に
対して環境に配慮につ
・指定管理者施設の施設管理において 障害福祉課所管の４つの指定管理者施 いての呼びかけを行っ
3
各指定管理施設への呼びかけを効果
設に対して、環境に配慮についての呼 た。
節電・省エネに努める。
的に実施できたことで、目標を達成で
・修繕、物品交換等の際に環境に配慮し びかけを行う。四半期ごとの報告書によ 四半期ごとの報告書に
きた。
年間
より、修繕や物品交換
り確認する。
たものに取り換える。
等の際に環境に配慮し
たものを選定したことを
確認した。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

41

42

所属名

長寿介護課

保険年金課

施策事業名

イベントにおける資
源の削減事業

国民年金諸届受付
事業

事業内容

当課の主要事業である敬老会及びシルバース
ポーツ大会の２大イベントにおいて、使用する資源
を削減する。

●口座振替推進による納付手続きの効率化
内容
国民年金保険料の納付について、通常は納付書
により保険料を納付してもらうが、口座振替（口座
引き落とし）も可能であり、納付書発行枚数が削減
され、納付行為も効率化されるため、口座振替加
入率を上げることを目標とする。

43

用紙削減事業
郵送等により児童手当及びこども医療費の制度案
児童手当支給事業・
内を行うチラシについて、これまでＡ４片面印刷
こども家庭課 こども医療費助成事
だったものの内容修正を行い各制度Ａ５片面の両
業
面印刷とすることで、用紙使用枚数及び印刷枚数
の削減を実施する。

44

保育料の滞納をする人の大半が、納付書を利用し
て支払っている状況である。納付書の作成や送
付、滞納事務にかなりの手間がかかっている。そ
のため、保育料の口座引き落としを推奨すること
で、滞納者を減らし、滞納事務の軽減、納付書作
成や送付事務の軽減を目標とする。

45

保育幼稚園課

児童青少年課

保育料徴収強化事
業

学童保育室児童保
護事業

環境に関連した創作活動、環境に関連した啓発活
動

必要な
資源

物品等
人材

物品等

取組内容

取組指標

①敬老会事業において、敬老会参加者
への記念品を減らし、持ち帰り用の紙袋
等（約1,000枚）を削減する。
②シルバースポーツ大会において、パン
フレットの作成（約1,000部）や記念品の
①紙袋削減枚数 １００枚
発注を業者に委託して、紙や資源の削
②自家用車の駐車台数 ９０台以下
減を図る。また、会場までの移動手段と
してバスと自家用車を設けているが、バ
スを積極的に活用していただくよう周知
徹底し、自家用車の駐車台数を減らして
いく。

国民年金保険第1号被保険者に対し、
口座振替手続を推奨する。

実績

分析

①記念品：廃止
紙袋 ：１，０００枚
→５０枚程度（関係者・
ボランティアのみへ配
布）
②自家用車の駐車台
数：８５台利用

①平成２９年度から、「敬老会」→「敬
老のつどい」に変更となった。同時に
参加者への記念品を廃止し、持ち帰
り用の紙袋を削減した。
②パンフレット作製、記念品発注を業
者に委託し、資源の削減を図った。ま
た、バス６台を賃借し、役員会等でバ
ス利用の促進を図った。

平成29年度8月分まで
の実績が判明してお
り、口座振替加入率は
22.9%であった。7月分
は22.3%と比較すると、
0.6%の伸びである。年
口座振替加入率の目標を２７．５％にす
間目標値27.5%には届
る。
かないが、口座加入率
は増加傾向にある。目
標振替加入率27.5%の
50%の13.75%はクリアし
ているため、評価は3と
なる。

物品等

物品等

平成２９年８月時点で１
平成２８年３月時点での口座振替件数 ９５５件であり、１年間
平成２８年度で検討した奨励方法を実施
は１，６５５件であり、１年間で約３パーセ の目標とした約３パー
する。
ントにあたる５０件の増加を目標とする。 セントにあたる５０件の
増を達成した。

物品等
人材

牛乳パックや、ペットボトル等の再利用
品を使用し、学童保育室での工作の創
作を行う。
また、児童でも、手軽に完成させること 年２回
が出来る手作りおもちゃの情報を提供
することで、低学年でも取組やすいおも
ちゃ作りの回数を確保する。

七夕のイベントにおい
て、牛乳パック再利用
品を使用し、学童保育
室での工作の創作を実
施した。
また、児童でも、手軽
に完成させることが出
来る手作りおもちゃの
情報を提供した。
実施回数：１回（七夕の
イベント時）

上半期
3

年間

上半期
日本年金機構と各市町村が協力し合
い、窓口で口座振替の勧奨を行って
いる。口座振替による前納は割引納
付となることなどの説明や、ちらし・広
報での周知を行った結果、口座振替
加入率の伸びに結びついている。

これまでの記載内容について、年度
Ａ５両面での印刷を実 など必要な修正を行いＡ５両面での印
施し、用紙使用量を７５ 刷を実施し、Ａ４片面で印刷した場合
０枚削減した。
と比較して、用紙使用量を４分の１、
印刷枚数を２分の１に削減した。

これまでの記載内容について精査を行
い、必要な修正をおこなったうえで両面 紙の使用量を前年比500枚減とする。
印刷による運用を開始する。

評価

保育料決定通知書に口座振替依頼
書及びデザインを改めた口座振替を
勧奨する文書を同封したことと、定員
増によって口座振替を希望する保護
者の数も増えたことの２点が短期の
目標達成の理由と考えられる。

3

年間

上半期
3

年間
上半期
3

年間

上半期
当初の計画どおり、七夕イベントにお
いて、牛乳パック等の再利用品を使
用した工作を実施し、子ども達の身近
なところでのエコ意識の高揚に寄与し
た。今後とも、無理なく低学年の頃か
ら、エコのおもちゃに触れ合い、工夫
して楽しむことにより、牛乳パック等の
再利用を促していく。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

46

47

48

49

50

所属名

施策事業名

事業内容

児童センター子育て
児童青少年課
児童センターにおける不用品交換事業
支援事業

都市計画課

都市計画課

景観形成推進事業

生産緑地地区事業

まちづくり推進 新曽中央地区都市
課
整備事業

・戸田市都市景観条例に基づく三軒協定の推進

生産緑地の適正管理を調査し、市街化区域内の
良好な都市環境の維持を図る。

地区まちづくり協定における緑化のルールを守り、
地域で緑づくりを促進する。

まちづくり推進
市内の旧耐震基準により建築された既存住宅の
耐震診断・改修事業
課
耐震化を促進する。

必要な
資源

物品等
人材

資金

取組内容

取組指標

児童センター（こどもの国・プリムロー
ズ）において、利用者同士による不用品
交換事業を実施し、各家庭にある不用 年間利用件数 ７００件（人）
品を有効利用し、さらに利用者のリサイ
クル意識の向上を図る。

・三軒協定のPR紙を配布する。
・個別に訪問を実施する。

実績

評価

こどもの国については、昨年度から始 上半期
めた取り組みであるが、徐々に定着し
てきているとのこと。プリムローズにつ
2
いては、昨年同時期と比べると、件数
が減少しているが、これは、昨年の途
こどもの国：５９件（２回 中から出品数に上限を設けたことが
年間
実施）
多少影響していると考えられる。引き
プリムローズ：１７３件 続き、取組指標達成に向け周知を
（常時実施）
図って行く。
児童センター（こどもの
国・プリムローズ）にお
いて不用品交換事業を
実施した。

上半期

・PR紙配布、年１回以上
・個別訪問、年１回以上

・水と緑の公社が開催
した、ハンギングバス
ケット講習会において、
三軒協定のPR紙の配
布を行った（６月２５
日）。
（PR紙配布、１回）

・三軒協定PR紙配布については、計
画通り実施した。
・個別訪問による三軒協定の普及促
進については、下半期に実施予定。

上半期
・パトロールについては、計画どおり
実施した。
3
・適正に管理されている生産緑地地
区の割合については、指標を達成し
た。
年間
・適正に管理されていない１地区につ
いては、適正管理に向けて指導した。

昨年度から緑化率への適合率は、１０
０％を維持できているため、今後も引
き続き地区内の緑化促進のための助
言・指導をしていく。

人材

・パトロール：年２回以上

・適正に管理されている生産緑地地区
の割合：９５パーセント

・パトロールを１回
(8/15、16)実施し、生産
緑地指定地区全地区
の管理状況等を確認し
た。
・適正に管理されてい
る生産緑地地区の割
合：96パーセント(33地
区中32地区)

人材

協定に係る建築等を行う際の届出に対
新曽中央地区地区まちづくり協定で定
して緑化率の確保を求めるとともに、当
める緑化率への適合率を１００％とす
該内容を窓口・ホームページから広く周
る。
知する。

新曽中央地区地区まち
づくり協定
平成２９年度上半期に
おける申請件数３０件
うち緑化率適合件数３
０件
取組達成率１００％

人材

分析

3

年間

上半期
3

年間

既存住宅耐震診断・改
上半期
修補助制度について、 旧耐震基準による建築物は、すでに
住宅の耐震に関する知識及び本市の既
窓口やホームページで 築３５年以上が経過し、所有者は高齢
1
存住宅耐震診断・改修補助制度につい
本市住宅耐震診断・改修補助制度利用 周知を図り、診断や改 者が多いと想定される。近年は、残り
て、出前講座・広報・ホームページ等か
修を希望する方からの の使用期間が少ないため、耐震化に
申請数を年間２戸とする。
ら広く周知し、当該制度の活用を促進す
年間
相談が数回あったが、 費用をかけることに躊躇しているもの
る。
と思われる。
申請にはつながらな
かった。

上半期

51

道路河川課

歩行者自転車道路
整備事業

車利用を抑制する基盤づくり

資金

自転車通行空間整備

整備延長 Ｌ＝９８０ｍ

工事発注に向け、設計
現在、設計が完成し発注の段階であ
図書の確認、設計書の
る。整備に向けて順調に進んでいる。
作成等を行った。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

52

53

所属名

教育総務課

学務課

施策事業名

事業内容

小・中学校設備の省
小・中学校設備の省エネルギー化事業
エネルギー化事業

ごみの発生抑制とリ
学校への情報伝達方法の改善
サイクルの推進

必要な
資源

54

教育政策室

取組指標

実績

分析

物品等

戸田中学校・美笹中学校・笹目中学校
において武道場天井改修工事を実施
改修率（％）
し、老朽化した照明器具を省エネタイプ
のものに交換する。

戸田中学校・美笹中学
校・笹目中学校の武道
年間での目標達成に向けて、順調に
場天井改修工事につ
事業を進めている。
いて、実施に向けて入
札依頼を行った。

物品等

国や県からの来かん文書を市内小中学
校に周知する方法を、可能な限り紙から
電子に変える。
紙の使用量の削減、印刷コスト、作業
電子データにて周知する際には、鑑文 量、業務負担の軽減（32件）
に内容の要約を載せることで問い合わ
せ件数の減少を図る。

【国や県からの来かん
文書を市内小中学校
に周知する方法を、可
能な限り紙から電子に
変えた件数】
20件

物品等

市内の小・中学校全18校が、学校版環
境ＩＳＯの認定校として、自分たちの学校
生活を見直し、温室効果ガスの削減、資
源の有効活用等、様々な工夫をすること
で「地球にやさしい学校づくり」にむけた
上記取組をホームページで公表し、環
活動の推進に努める。また、環境に対す
境への意識を啓発する。
る意識を広げ、家庭や地域でも学校で
学んだことを積極的に活用し、身の回り
の人にも環境に優しい生活提案ができ
る資質を養う。以上の取り組みを教育委
員会ホームページで公表する。

●戸田市学校版環境マネジメントシステムの推進
・市内各小・中学校が戸田市の自然環境を守り、
学校指導及びシステ
伝えてくために、戸田市環境マネジメントシステム
ムの確立
に基づき、学校教育において環境教育、道徳教育
等の一環として、教職員及び児童・生徒が、地球
にやさしい学校づくりをめざすことを推進する。

取組内容

評価
上半期
3

年間

上半期
当課での紙の使用量削減や負担軽
減だけでなく、学校事務の負担軽減に
2
もなっている。
試行錯誤の段階でもあり、学校と連絡
年間
調整し周知方法について工夫してい
く。
上半期

下半期に公表予定

各校で設定した環境配慮目標の達成
に向け、それぞれの学校において環
境教育担当教諭を中心に児童生徒に
も指導をすすめ、下半期での公表に
向け全校を挙げて取り組んでいる。

3

年間

上半期

55

56

生涯学習課

政策秘書室

・講座の申込受付に際して講座申込フォームを活
講座申込フォームの 用し、市民の申込機会の拡大とＦＡＸ・電話による
活用
申込みの削減を図り、業務の効率化を推進する。

広報事業

「広報戸田市」及びtocoぷりなどの広報ツールを利
用し、環境に関する情報を他課と連携を取りながら
掲載する

募集講座の広報物（広報、チラシ、
ホームページ、SNS）にて講座申込
フォームからの申込みを促す。

物品等

環境課など庁内各課と連絡調整を図り、
「広報戸田市」及び「tocoぷり」に、環境
に関する情報を継続的に情報発信する
年間10件
ことにより、市の環境に対する取組の周
知及び市民の環境問題に対する意識啓
発を図る。

「広報戸田市」4月1日
号～9月15日号：13件
(情報ガイド11件、特集
２件)
「tocoぷり」+SNS
（facebookなど）：37件

物品等
人材

賞味期限間近の防災備蓄食料品を防
災訓練等に合わせ、関係各所に配布す
賞味期限間近の防災備蓄食料の配布
ることにより廃棄物の減少になる。また、
量
災害に備えた備蓄食料の啓発等、自助
の意識を向上させる。

缶入りｿﾌﾄﾊﾟﾝ及びわか
めご飯、それぞれ4470 防災訓練参加者への啓発を、賞味期
個を防災訓練に合わ 限が迫った防災備蓄食料で行う事が
せて自主防災会へ配 できた。
布。

●防災備蓄食料品の廃棄物減少

57

危機管理防災 防災備蓄品の廃棄
課
物減少

・賞味期限間近の防災備蓄食料品を防災訓練等
に合わせ、関係各所に配布することにより廃棄物
の減少になり、また、食料品の無駄もなくなる。

講座申込フォームからの申込みを全
体の5％

講座申込フォームから
ＳＮＳでの周知を積極的に行ったこと
の申込みは全体の約
が達成した要因と考えられる。
18％であった。

物品等

3

年間

上半期
広報戸田市やtocoぷりで、目標指標
を超える件数の掲載を行った。引き続
き、環境関連の記事を広く市民に発
信・周知していく。

3

年間

上半期
3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期
№

58

59

60

所属名

会計課

議会事務局

施策事業名

事業内容

会計課での「収入調定書兼収入命令書」の個票に
「収入調定書兼収入
よる確認事務を廃止し、一覧による一括確認方式
命令書」業務の改善
へ見直しを行い、会計課事務を軽減する。

議員宛て文書配付
の効率化

行政委員会事 「選挙の記録」の電
務局
子データ化

議員宛て文書の配付方法を、議員控室の各議員
の机上への配付から、メールボックスへの配付に
変更することで、文書の簡潔かつ確実な配付と文
書配付業務の効率化、軽減を図り、省エネルギー
行動を推進する。

従来まで、冊子にして管理していた「選挙の記録」
について、電子データ化しホームページ上で公開
することで、多くの有権者に向けて選挙啓発の推
進環境を整備するとともに、用紙の削減化を図る。

必要な
資源

取組内容

取組指標

実績

分析

評価

・財務会計システム及
び関連規則等の改正
・起票後システムに反映されるまでの短 を実施。
・庁内に向けて、財務
縮日数(最長31日以内の反映)
財務会計システムの移行期に合わせ、
会計システムの一部改
新たな方式の運用を開始する（7月頃）
・収入調定事務の処理時間を削減（1年 修に伴う操作説明会を
実施。
間の時間を70％削減）
・9月以降、新たな運用
を開始。

・従前、主管課における収入調定伝
票のコピーは年間7,600件程度あると
試算していたが、9月に提出された収
入調定一覧の件数は54件であり、年
ベースで比較しても91.47%の紙の削
減に成功している。
・システム反映は31日以内に実施さ
れている。
・処理時間は年間288時間から、9月
は1時間程度に減。（年ベースで
95.83%の減。）

物品等

本施策事業について
は、９月定例会前に、
議員宛て文書の配付
方法を、議員控室の各
議員の机上への配付
事業開始予定時期を平成２９年度とし、
議員宛て文書の配付方法を変更するこ から、メールボックスへ
各議員に説明し、理解を得られる体制と
とで、文書の簡潔かつ確実な配付と文 の配付に変更すること
なるよう、文書配付についての要領を定
書配付業務の効率化、軽減を図り、省エ を目指してきた。
め、９月定例会前の運用開始を目指し
ネルギー行動を推進する。
また、本年２月の議員
て、準備を進める。
改選後の議会改革委
員会において、タブレッ
ト端末の導入による、
議会のペーパーレス化
の検討を進めている。

文書の簡潔かつ確実な配付と文書配 上半期
付業務の効率化、軽減については、
メールボックスへの配付による手法に
より課題解決を図る検討を進めてき
2
た。
現在、タブレット端末の導入による、
議会のペーパーレス化の検討を進め
年間
ており、文書を電子データで配付する
ことで課題解決を進める手法を検討し
ている。今後、省エネルギー行動の実
現に向けた取り組みを進めていく。

物品等
人材

冊子にされていない過
平成２３年度より冊子として保存され
平成23年度から平成28年度の記録につ 去の選挙記録を選挙ご
冊子にされていない過去の選挙記録を
ていないため、改めて過去の記録を
いて電子データ化し、ホームページ上で とに整理し、ホーム
電子データ化する。
整理し、数字等に誤りがないか確認し
公開する。
ページ上で公開できる
た。
ように準備した。

物品等

上半期
3

年間

上半期
2

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期
№

1

2

3

4

所属名

施策事業名

情報政策統計 行政情報化推進事
課
業

情報政策統計
委託統計調査事業
課

市民課(美笹
支所)

市民課

事業内容

●行政情報化推進事業
申請・届出サービス（電子申請）
物品等
ホームページ等において、啓発・管理を行い、利用
者の増加を図る。

・オンライン回答の促進による調査票の枚数削減
及び事務効率化によるCO2の削減に貢献する。

美笹支所ガイドを転入者等に配布し、支所の利用
美笹支所ガイドの配
率を高め、美笹地区住民が支所で手続きすること
布
で、本庁までの交通にかかる燃料等を削減する。

戸田公園駅前行政
センター

必要な
資源

●花苗の植え替え
●荷物の運搬等がなく、５㎞以内である移動の場
合は原則自転車を利用する
●倉庫等の整理整頓

物品等

物品等

物品等

取組内容

取組指標

実績

分析

評価

ホームページ等において、啓発・管理を 電子申請の利用率を前年度(2,586)比で 電子申請手続到達件数：
行い、利用者の増加をはかる。
5％上昇させる。
1,105件

市ホームページの維持・管理を
行い、電子申請の利用率向上を 上半期
図っているが、電子申請でおこな
う手続きは事象が定期的に発生
2
するものではないため、今年度
は昨年度(1,446件)に比べて発生
件数が少なかったということが予
測できる。
年間
下半期についても市ホームペー
ジの維持・管理も継続して行い、
取組指標を達成できるよう努め
ていく。

工業統計調査におけるオンライン回答
が導入されるため、オンライン回答が可
能になったことを周知し、オンライン回答 オンライン回答率5%
を推進する。これに伴い、紙の削減及び
調査員の負担軽減を図る。

オンライン回答率：17.8%

調査書類配付用封筒にオンライ
ン回答を推奨している旨のシー 上半期
ルを貼付したほか、調査員からも
事業者へオンライン回答を勧め
るよう指導したことにより、一定
3
の効果を上げている。
工業統計調査にオンライン回答
が導入されたのは初だが、昨年
度に実施された経済センサス-活 年間
動調査(工業統計調査の対象事
業所含む)では既に導入されてい
ることから、オンライン回答に対
する一定の認知度があったことも
要因と思われる。

美笹支所窓口での転入者等に対して、
配布率 ９１％
美笹支所ガイドを配布する。

転入者へ美笹支所ガイド
を配布し、支所で出来る手
続きを説明した。
転入者 ９２名
美笹支所ガイドの配布 ９
０冊
美笹支所ガイドの配布率
９７．８％

転入者の中には、親の家に転入
した人や、夫になる人の家に転
入した人もいた。 このような人
は、美笹支所ガイドの受取りを遠
慮する場合もあった。
このため配布率は９７．８％だっ
たが、目標を達成できた。

戸田公園駅前出張所周辺
にプランターを備え、そこ
に植えた花苗の手入れを
欠かさず行い、またみどり
公園課とも連携して緑が絶
戸田公園駅前行政センター西側及び２
える事のないよう花苗の植
階に設置してある駅への連絡通路出入
・花苗の植え替えは年２回以上。
え替えを行った。また肥料
口（玄関口）に花壇等の緑化を年間２回
・自動車の利用は月平均４回以下
の使用など室内観葉植物
以上実施する。
・倉庫内の空きスペースは常時２割以上
の手入れも入念に行い、
また、自転車利用の割合を職員等に確
を確保
現在も緑を保っている。
認し、常時倉庫等の整理整頓を心がけ
また交通手段に関しては
る。
荷物の運搬がない限り自
転車を用い、降雨の際は
バスを用いて環境への負
荷軽減に努めた。

上半期
3

年間

上半期

花苗を入れ替える事を前提に
せず丁寧に手入れする事で、緑
をより長く保たせることが出来
た。書類や在庫物品等の運搬を
自転車で行うのは不可能であり、
それ以外は自転車及びバスを用
いるという方針に問題はないと考
える。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期
№

5

6

7

8

9

所属名

施策事業名

事業内容

公共施設における緑 公共施設における緑化を推進するため、地表面に
西部福祉セン
化の推進・緑のカー おける緑化だけでなく壁面（緑のカーテン）におけ
ター
る緑化も実施する。
テンの普及

東部福祉セン
施設の緑化推進
ター

福祉総務課
（新曽福祉セ
ンター）

施設の緑化を推進するため、地面の緑化だけでな
く壁面における緑化（緑のカーテン）も実施する。

新曽福祉センターホールの特定天井改修工事を平
成２９年度から平成３０年度にかけて実施し、当該
天井の耐震化を実現する。また併せて、天井裏に
安心安全なホール利
吹き付けられているアスベストを除去し、有害物質
用環境の創出
の飛散リスクを排除する。また、工法や工期、工事
手順、工事資材の選択においても環境負荷の低減
に配慮する。

福祉保健セン
感染症対策事業
ター

感染症対策事業

・緑化に取り組み節電に努める。
資源の大切さや活用 ・ごみの分別の仕方やリサイクルについて園児に
保育幼稚園課
を園全体で共有し、 伝え、物の大切さを知らせていく。
下戸田保育園
・保育ボード等を利用し、保護者にも資源の大切さ
意識向上を図る
を伝えていく。

必要な
資源

物品等

物品等

物品等
資金

取組内容

花や苗木等の植栽
緑のカーテンの実施
樹木の剪定や施肥

花や苗木等の植栽
緑のカーテンの実施

ホール特定天井のアスベスト除去・耐震
化改修工事設計業務の中で、工法や工
期の設定を行う。また、工事に際しては
日本工業規格（JIS規格）に適合するよう
要求する設計とし、有害物質の含有につ
いては、フォースター（四つ星）建材（資
材）を使用することで最小限となるよう設
計する。工事手順については、作業員の
安全はもちろん、周辺環境への安全性も
担保するよう求める仕様とする。

取組指標

実績

分析

評価

上半期
花や苗木を１１１鉢植栽し
た。
上半期で既に取り組み指標を達
花や苗木等を１００鉢植栽する
3
ゴーヤの苗１４苗で緑の
成しているが、下半期にも環境配
ゴーヤ等による緑のカーテンを実施する
カーテンを実施した。
年間
慮に努めていきたい。
樹木の剪定や施肥を実施する
樹木の剪定や施肥も実施
した。

花苗を年間１００鉢植える。
緑のカーテンを設置する。

花壇やプランターに花苗を
３５鉢植栽し地面の緑化を
進めた。また、ゴーヤ苗を
１５苗植栽し緑のカーテン
としても利用した。

工事設計委託業務成果物に、JIS規格に
適合するよう要求する事項が盛り込まれ
た設計となっていること。有害物質の含
有が環境省基準以下となる建材（資材）
を使用するよう求める設計となっている
こと。工事契約において、安全配慮を要
求する仕様書となっていること。工程及
び工事手順に無理のないマスタスケ
ジュールが提出されること。

ホール天井改修及びアス
ベスト除去工事において、
設計工程がおおむね完了
した。設計業者・ファシリ
ティマネジメント担当と打ち
合わせを重ね、工法につ
いては費用対効果が最も
高く、安全にも環境にも配
慮されたものを選択する意
思決定を行った。ホール内
客席照明はLEDを採用し、
消費エネルギーの省力化
が見込まれる。使用を予
定している建材についても
環境基準に適合するもの
となる見込みである。工程
については、設計業務が
押したため、一か月ずれ込
む予定である。

上半期
計画に基づき花苗を整備するこ
とができ、施設の緑化推進や
ヒートアイランド現象の緩和に努
めることができたと思われる。

2

年間

上半期
工期の順延については、今回の
工事の影響範囲が、設計業務の
進捗の中で明らかになり、当初
の想定よりも工事規模が大きく
なったためである。将来的な利用
者の安全と施設の維持に欠かせ
ないものであるため、今回の工
事の中で実施することとして設計
したものである。工期中のアスベ
ストの囲い込みについては当初
の想定通りである。

物品等

感染症対策として、デング熱の感染源で
週1回、施設周囲の見回 週1回、施設周囲の見回り、雨水
ある蚊の発生防止のため、施設周囲の 週1回及び降雨後に施設周囲の見回り、
り、雨水の溜まるゴミの撤 の溜まるゴミの撤去を実施し、感
見守りを行い、雨水の溜まるゴミの撤去 ゴミの撤去を行う
染症対策に貢献できた。
去を行っている。
をする。

物品等

・上半期で２回、園舎南側
にネットをはり、ゴーヤ及
び朝顔の栽培でグリーン
カーテンを作ることで太陽
の直射も軽減でき、空調の
温度管理により設定値を
・園児とゴーヤ、アサガオを栽培し、グ
上げたり、定期的なフィル
リーンカーテンを活用した節電にて、使
ター清掃を実施した。
・植物や野菜の栽培を行う（年3回）
用電力の維持に努める。
・上半期で２回、定期的に
・園児に対して環境集会を行うとともに保
・集会や教材を通して園児に資源（水や
環境集会や保護者向けに
護者への発信をする（年3回）
物）の大切さや節約の仕方を伝えたり、
集会内容を掲示し、家庭に
保護者にも掲示することで理解を図る。
おいても資源のリサイクル
や節電、節水の理解を呼
びかけ、協力を頂けた。
職員への室温管理や節
水、節電への周知はその
都度行い、共通理解を
図った。

3

年間

上半期
3

年間

植物や野菜の栽培、環境集会・ 上半期
保護者への発信について、予定
どおりに実施することができた。
・電力においては一部空調に不
具合があった為、電気の消耗率
が高くなり計画値を超えた。修繕
3
したことで節電維持に努める。
・二階南園舎側はより日差しが強
いので、ゴーヤや朝顔栽培を増
やしグリーンカーテンやすのこを
活用するとともに、避難経路の妨 年間
げにならない設置方法を考える。
・掲示板を活用し、環境への取り
組みを親子向けに提示してきた
ことでより意識や関心が高まって
いる。

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期
№

10

11

12

所属名

施策事業名

事業内容

・園児にISO集会を通して資源の大切さを知らせ、
限りある資源の大切
環境への関心を持てるようにする。
保育幼稚園課
さを知らせ、園全体
・牛乳パック等の廃材を利用し、保育教材として再
新曽保育園
で意識向上を図る。
利用することでごみの削減に努める。

・植物や野菜の栽培を通して、自然や環境への興
味を広げる
保育幼稚園課 環境に対する園全体 ・園児にごみの分別の仕方や資源の大切さを伝
え、物を大切にする心を育てる
喜沢南保育園 の意識向上
・園全体の意識の向上と事務作業の効率化を図る
ことで、節電や作業の短縮に努める

保育幼稚園課 資源の大切さ共有事
・園全体で資源の大切さを共有し、削減に努める。
笹目東保育園 業

必要な
資源

取組内容

取組指標

実績
・職員一人一人が資源の
大切さを知り、廃材を利用
して製作物を作り楽しむこ
とができた。（各クラス1回）
・5月、10月に子ども達に
ISOの集会を行い、ごみの
分別の仕方や資源の大切
さを伝えたことで子ども達
が意識して取り組むように
なった。

分析

評価

・制作等で廃材を取り入れたこと
で、ごみの削減につながるととも 上半期
に、製作物で楽しむことができ
た。
3
・5月、１０月に集会を行い、資源
の大切さを子ども達に分かりや
すく伝えたことで、ごみの分別、
水の使い方等を意識して行うこと 年間
に繋がった。今後は家庭にも発
信しながら環境に目を向けられる
ようにしていきたい。
（12月に集会を予定）

物品等

・子どもや職員に集会等で環境の取り組
みや配慮を伝 え、環境に興味を持てる
ISO集会実施（年３回）
ようにする。
廃材の製作（各クラス１回）
・廃材利用（牛乳パック等）を利用し、再
利用することでごみの削減に努める。

物品等

・予定どおり上半期に２回、夏野
菜や花を植え、園内緑化を行い、 上半期
ゴーヤ、きゅうりでグリーンカーテ
ン作りをした。また、環境集会を
行い、園児に電気や水の大切さ
・植物栽培による園内緑化、グリーン
・植物、野菜の栽培（2回） を知らせると共に、電気を作る体
2
・植物、野菜の栽培（3回）
カーテン作り
・園児に対して環境集会の 験をした。保護者にも集会の内
・子どもたちに向けて環境集会の実施、 ・園児に対して環境集会の実施、保護者
実施、保護者へ発信する 容や様子を写真付きのボードで
取り組み内容を保護者にもボードで伝え へ発信するためのボード作り（４回）
掲示した。
ためのボード作り（1回）
・職員会議で使用エネルギー等の報告
ていく
・職員会議で使用エネル 予定どおり上半期に２回、職員に
・節電、節水を心がけると共に、裏紙、牛 （４回）
年間
は会議で使用エネルギーを伝
ギー等の報告（２回）
乳パック等資源の再利用を行う
え、節電等を意識できるようにし
た。今後も植物栽培を行ったり、
環境について意識の向上ができ
るよう職員、子ども、保護者に伝
えていきたい。

物品等

上半期に予定通り６回、会議を実
施し、職員へ資源の節約を呼び 上半期
掛け、節約への意識の向上を図
ることができた。保護者への情報
発信についても１回実施すること
ができ、下半期にはボードも作成
していく予定である。
2
上半期中に１回目の集会を行う
予定であったが、、行う日が先延
ばしになり、実行できなかった。
資源の大切さについて、子ども達
年間
向けにパネルシアターや劇を行
う準備を進めているが、まだ行え
ていない。
集会を計画すると共に、引き続
き、子ども達と廃材等を利用し楽
しめるようにし、資源の大切さを
伝えていきたい

・水、電気、ガス、ごみについての集会を
し、園児の環境への関心、職員の意識
を高める。
・ごみの分別を見直し、廃材の活用に努
める。
・園での取り組みを保育ボードを活用し
ながら保護者に発信し、共有していく。

・集会をし、ごみの分別の仕方や資源の
大切さを園児に伝える。（年３回）
・会議にて現状を報告し、節約を意識で
きるようにする。(年12回)
・保護者へ発信するためのボードを作成
する。（年３回）

・会議を通して職員への意
識啓発を行った。（６回）
・廃材のトイレットペーパー
の芯や空缶、ペットボトル
等を使って手作り玩具を作
り、子ども達と楽しむことが
でき、保護者への情報発
信にもつながった。（１回）

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期
№

13

14

15

16

17

所属名

施策事業名

保育幼稚園課
上戸田南保育 環境意識の向上
園

保育幼稚園課 新曽南保育園環境
新曽南保育園 意識啓発事業

保育幼稚園課 生ゴミとなる残飯削
笹目川保育園 減事業

事業内容

・職員や子どもに環境に対する意識の向上を図
る。

●職員、園児の環境問題に対する意識を向上して
いく
●資源を大切に扱い、無駄にしない
●保護者発信を行い、家庭においての意識の向上
を図る

食事を楽しくよく食べ、生ゴミとなる残飯を減らす。

土地区画整理
既設水路の点検
事務所

公共工事施工における、環境配慮をした設計の実
施

教育政策室
（教育セン
ター）

学校に行きたくてもいけない児童生徒のためにス
テップ教室を設置し、様々な体験をとおして、自分
で考え、決定し、行動する力を育て、学校復帰への
ステップとしている。

ステップ教室事業

必要な
資源

取組内容

取組指標

実績

分析

評価

物品等

・電気以外の目標値をクリ
アすることができた。
・花を育てることを通して、保育園の景観
・牛乳パックの再利用を50
の美化・緑化に努めたり、野菜を育てる
.・節電や節水等に心がけ、目標値をクリ
パーセント達成。
ことで食育つなげ、子どもや保護者に伝
アする。
（運動会の入退場門作成
えていく。
・牛乳パックを教材等に再利用する。
に30個。乳児用ままごと
・資源（水や電気等）の大切さを伝え、節
（200個）
テーブル作成1つに20個使
約等の利用方法を職員や子どもたちに
用。4つ作成したため80個
周知していく。
使用。計110個使用済み）

・子ども達には集会等、職員には
会議等で月ごとの実績値を知ら 上半期
せ、日々節電や節水等を常に意
識できるように周知してきたこと
3
で、電気以外の目標値をクリアす
ることができた。
・牛乳パックを利用したテーブル
年間
を作成し、子どものあそびに利用
している。今後も幼児用テーブル
や椅子等作成し資源の再利用に
努めていきたい。

物品等

・園児に対して、環境につ
いての紙芝居等を通し、分
かりやすく伝わるように工
夫をしながら集会を行っ
た。（3回）
●園児へ、ごみの分別の仕方や資源の
●園児に対してごみの分別の仕方や資 ・職員には、会議の中で使
大切さを伝え、物を大切にする心が育つ
源の大切さを伝える集会を行う（年６回） 用エネルギー量を報告し、
ようにしていく
●会議の中で使用エネルギー量を報告 節水、節電を意識できるよ
●節電、節水に心がける
し節電、節水を意識できるようにうする うにした。（2回）
●保護者へ発信するためのボードを作
・保護者に対して、集会の
(年12回)
成し、園での環境に対する取り組みを伝
●保護者へ発信するためのボードを作 様子をボードにして知らせ
える
たり、調理師と連携し、残
成する（年３回）
飯の少ないクラスには「ぱ
くぱくもりもり賞」を掲示し、
保護者 にも周知すること
ができた。（集会ボード3
回、ぱくぱくもりもり賞5回）

・ごみの分別の仕方や資源の大
切さを伝える集会については予
定どおり実施することができ、保
護者へ発信するためのボード作
成については、積極的に実施し
たことで予定を上回る回数を実
施することができた。
・職員に対しての報告が未達成
の原因は、集計をとるのが遅れ
てしまったことが原因と考えられ
る。今後は、早めに集計をとり、
毎月の会議で報告していきたい。

上半期

2

年間

人材

上半期
平成２８年度の１日当たり
４・５月の残飯量が平均約４kg
の残飯量は約３．４kgで
あったことから、保育園の給食に
毎日の残飯の量を計測し、食材の無駄
1
あった。
慣れていないことや、園児の食
をなくすと共に、生ゴミの量を減らしてい ２８年度と比較し、５％減を目標とする。
今年度４月～８月までの残
欲を把握できていなかったことが 年間
く。
飯量は１日当たり約３．７
考えられる。
kgであった。

人材

工事の設計時に下記の環境配慮事項を
取り入れる。
・再生資材の活用。
・LED照明器具等の省エネ型の器具を
採用。
・低騒音、排ガス対策等環境配慮型機
材の指定。
・ＥＭ電線・ケーブルの採用。
・遮熱性や保水性の舗装を採用。
・その他環境配慮事項を取り入れる。

物品等
人材

上半期
工事設計時、上記取組を２項目以上取
り入れる。
全工事発注件数のうち90％以上の件数
で実施する。

今年度上半期対象発注済
工事 計１０件の内 １０件
すべてが上記取組内容・
指標を満たしている

職場内で本環境配慮計画を情報
共有し、環境配慮に取り組んだ
結果、目標を達成することができ
ている。

戸田市農業研究会による
技術指導を６回（予定７
ステップ教室の体験授業として、農業活 春から初冬まで野菜の栽培を行い、戸 回、うち１回は雨のため中
動を実施し、児童・生徒が自然に親しむ 田市農業研究会による技術指導を実施 止）実施した。枝豆、トウモ
（年間10回）
機会を提供する。
ロコシ、なす、キュウリ、玉
ねぎ、ジャガイモ、オクラ等
を収穫した。

農業体験を通じて、ステップ教室
の児童生徒たちが、食物の旬に
ふれ、自然に親しむ機会を提供
することができた。

3

年間

上半期
3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期
№

所属名

施策事業名

事業内容

・学校給食の放射性物質測定
学校給食センター管
学校給食に使用した食材及び1食分の給食を毎日
理運営事業
測定し、市のホームページに公開する。

18

学校給食課

19

敷地内緑化 ボランティアなどの協力を得なが
図書館・郷土 図書館・郷土博物館
ら、館周辺の花壇等に花を絶やさないよう管理す
博物館
敷地内緑化事業
る。

①彩湖自然学習センター周辺の整備
②環境学習への活用
③彩湖自然学習センター施設の省電力化

20

図書館・郷土 彩湖自然学習セン
博物館
ター管理運営

21

市民医療セン 市民医療センター管 外構やテラスに季節の草花を植栽し、景観の美化
ター 総務課 理事業
に努める。

22

近距離の訪問等は、公用車を利用せず、できる限
り自転車を利用する。また、車を使用する場合は、
車の排気量も配慮し、地域別に移動するように努
め、公用車利用回数を減らします。

必要な
資源

取組内容

取組指標

実績

分析

物品等

給食センター及び市内単
給食センター及び市内単独調理場設置 学校給食が放射性物質に対し安全安心 独調理場設置校の提供給
校の提供給食について給食実施日全て であることを示すため、放射性物質の測 食について給食実施日全 目標は達成できている。
の測定結果をホームページで公開する。 定を実施し結果を公表する。
ての測定結果をホーム
ページで公開した。

物品等
人材

施設で購入又は他部署、ボランティア
などからいただいた花等を植栽し、緑あ 年間２００株以上の植栽
ふれる図書館・郷土博物館を目指す。

物品等
人材

① 観察フィールドにおけ
る希少植物の保護、育成
を実施した、
① 観察フィールドにおける希少植物の
① 希少植物の植生管理と啓発活動実
②－１ 上半期講座実施
保護、育成
施
数／計画数 11／12
②－１ 自然観察と保護をテーマとして
②－１ 30講座
②－２ 小学校３年生セン
講座の実施
②－２ 小・中学校博学連携授業 12校
ター授業 10校／12校、サ
②－２ 小・中学校博学連携授業・事業
j授業支援 20回
イエンスサポートプルグラ
支援の実施
③ 館内展示用照明のLED化
ム実施 23校
③ 館内展示用照明のLED化
③展示用照明LED化の検
討（下半期実施予定）

年間１２０株

物品等

草花の管理及び植栽

物品等

近距離の移動は、できる限り自転車を利
用し、公用車の利用を減らすことを目指 ２８年度の公用車利用回数 ２，３５０回
します。

６月に協働推進課よりいた
だいた花苗１６株を植栽。
８月に以前植栽した朝顔、
ひまわりの種子が取れた
ため、各７０植栽。

評価
上半期
3

年間
上半期

１０月１日現在、１５６の植栽を完
了し、下半期も同様に植栽を実
施する予定である。今後も目標
値の達成に向け努力したい。

3

年間

① 上半期前半において雨量が
極端に少なく観察フィールドの池 上半期
が干上がるなど、生きものの育
成に影響が生じていた。そのた
め、除草の調整などで 例年とは
2
違う管理を実施した。
②－１ 気候の不順の影響で一
部の講座を中止した。また、観察
年間
できた生きものの種類が少なく
なった。
②－２ 小学校３年生センター授
業とサイエンスサポ－トプログラ
ムは予定とおり実施できた。

６月に２４株をセンター出
入り口に、９月には３６株を 合計６０株を植栽し、上半期とし
３階のウッドデッキに植栽 ての取組指標を達成した。
した。

上半期
3

年間
上半期

介護老人保健 公用車利用削減事
施設
業

【公用車利用回数（４月～ 前年度の上半期公用車利用回
数と比較すると４４８回減である。
９月）】
引き続き職員に周知していく。
８５０件

3

年間
上半期

23

消防本部

大規模災害用対応
資器材整備事業

大規模災害用対応資器を計画的に導入し環境に
配慮した資器材を購入する。

物品等

環境に配慮した二酸化炭素低排出の可 可搬ポンプの更新（平成29年度 １台更 平成２９年８月１７日付け 計画通り推移し、取組指標を達
新予定）
可搬ポンプ１台更新完了。 成できた。
搬ポンプの購入。

3

年間

分野１－管理表

平成２９年度

環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期
№

24

25

26

所属名

施策事業名

消防署 東部 消防署 東部分署
分署
施設方針書

西部分署

事業内容

近年、多種多様化する災害から市民の生命、身体
及び財産を護るため、知識、技術の一層の向上を
図り、消防力の強化に努める。また、市民に対して
は、消防訓練や救命講習、予防救急等を積極的に
実施し啓発活動を促進する。

火災をはじめとする各種災害から、市民等の生
命、身体及び財産を保護するとともに、これらの災
消防・救急体制の充
害を防除し、及び被害を軽減するほか、災害等に
実、火災予防の推進
よる傷病者の搬送を適切に行えるように事業を展
開し、環境負荷軽減を図る。

上下水道経営 公共下水道への切り ●市民に対し、浄化槽等から公共下水道（水洗便
課
替え促進事業
所）への切り替えの啓発・促進を実施する。

必要な
資源

取組内容

物品等

①救命講習や予防救急等を通して救急
車の適正利用を促し、出動件数を減らす
ことにより消防車両の排出ガス削減に努
めます。
②多様化する災害に備えて消防演習や
訓練を計画的に実施し、災害活動への
更なる向上を図ります。
③２４時間勤務の生活習慣を見直し電
気、ガス、水道等の使用量を抑え、ま
た、ごみ等の分別を的確に実施し、資源
の有効利用を図ります。

27

28

下水道施設課

掘削土工削減事業

公共下水道汚水整
備事業

・配水管の布設及び更新工事において、既存の鋳
鉄管の布設から、新しい管種を使用することで、施
工性が向上し、産業廃棄物となる残土の削減効果
が期待できる。

●下水道の整備と改善
・ 生活環境の改善、公衆衛生の向上、公共水域の
水質保全を配慮し公共下水道管（汚水：２０８ha）を
整備する。

実績

①啓発活動（救命講習、消
防訓練、防災訓練、予防
広報等）の実施。救急出動
1,115件。
①予防救急（高齢者施設等、保育幼稚
②訓練等138回実施。各種
園等）の促進。
災害出動295件。
②各種災害による被害を最小限にとど
③各個人が意識すること
めるため、災害対応能力・技術向上の為
により、上半期に関して
の訓練を積極的に実施する。（年250回）
は、電気・ガス・水道主要
③節電と資源ごみ有効利用の為ごみの
三項目達成することができ
区分明確化の徹底（365日）
た。また、ゴミの分別化や
有効利用をすることによ
り、環境に配慮することが
できた。
①各種災害対応能力・技
術向上の為訓練の実施
②啓発活動（消防訓練、救
急講習、火災予防広報等）
の実施
③災害等の未然防止を図
るため、火災予防査察、防
火指導等の実施
上半期実績①１０７回②３
１回③３４回

分析

各種訓練を継続実施することに
より職員の対応能力・技術の向
上が認められ、災害等の未然防
止のための救急広報・消防訓
練・予防査察等を通じた啓発活
動も概ね予定どおり達成できて
いる。今後も継続的に実施してい
く。

物品等
資金

例年と比較すると、今年度は申
請件数が少ないように見受けら
市民を対象に水洗便所改造資金補助を
年間の取組指標60件に対
補助件数
れる。
実施。
平成29年度補助目標件数60件（平成28 して、上半期の補助申請
補助制度の認知度が低い可能
公共下水道への切り替えについての周
件数は24件であった。
年度補助実績件数54件）
性があるため、周知活動を充実
知活動。
させていく必要がある。

物品等
人材
資金

資金

配管工事に伴う掘削土工の削減

・設計段階で、再生材の使
・設計段階では、再生材の使用により環
用を考慮し、環境負荷の
汚水整備事業を実施することにより、河 低減に取り組んだ。
境負荷の低減に考慮する。
・工事の段階では、排ガス、低騒音型の 川の水質汚濁の改善となります。下水道 ・工事では、排ガス、低騒
整備率１００％
機種を採用する。
音型の機種を採用した。
・整備率９０．７１％
・整備率については、現在
工事中である。

3

年間

各種訓練を継続実施することに 上半期
より職員の対応能力・技術の向
上が認められ、災害等の未然防
3
止のための救急広報・消防訓
練・予防査察等を通じた啓発活
年間
動も概ね予定どおり達成できて
いる。今後も継続的に実施してい
く。

物品等

上半期発注工事件数 １１
件
内、新材料(GX管)布設時
掘削土工の鋳鉄管布設時の数値と実績 の掘削土量 1,284.4㎥
値を比較し5.25％の削減を目標とする。 鋳鉄管による想定掘削土
量
1,383.2㎥
よって7.1％の土工削減と
なった。

評価
上半期

①各種災害対応能力・技術向上の為訓
練の実施
①年度内 ２１０回
②啓発活動（消防訓練、救急講習、火災
②年度内 ６０回
予防広報等）の実施
③年度内 ４５回
③災害等の未然防止を図るため、火災
予防査察、防火指導等の実施

配管工事に伴う掘削土工の削減
水道施設課

取組指標

上半期
2

年間

上半期
上半期工事では目標の5.25％を
達成することが出来た。下半期も
目標を達成するため新材料の採
用を図っていきたい。

3

年間

上半期
・整備率については、現在工事
中であるが、当初の計画通り進
んでおり、目標の整備率を達成
できる見込みである。

2

年間

平成２９年度上半期不適合一覧（分野１）
ＮＯ

1

2

課

名

事 業

指 標

本市住宅耐震診断・
改修補助制度利用申
まちづくり推進
耐震診断・改修事業
請数を年間２戸とす
課
る。

保育幼稚園課 生ゴミとなる残飯削
笹目川保育園 減事業

実 績

分 析

処置

既存住宅耐震診断・改修補助制
度について、窓口やホームペー
ジで周知を図り、診断や改修を
希望する方からの相談が数回
あったが、申請にはつながらな
かった。

旧耐震基準による建築物は、すでに
築３５年以上が経過し、所有者は高
齢者が多いと想定される。近年は、
残りの使用期間が少ないため、耐震
化に費用をかけることに躊躇してい
るものと思われる。

耐震診断・改修補助金制度につい
て、窓口でのパンフレット配布やホー
ムページでの掲載等、市民へ更なる
制度の周知を図る。

平成２８年度の１日当たりの残飯
（残飯の量を）２８年度
量は約３．４kgであった。
と比較し、５％減を目
今年度４月～８月までの残飯量
標とする。
は１日当たり約３．７kgであった。

園児の食べ具合や食欲を把握でき
４・５月の残飯量が平均約４kgあった
たので、作る量を調整したり、よく食
ことから、保育園の給食に慣れてい
べられるようにより工夫することで食
ないことや、園児の食欲を把握でき
用増進を促したりし、残飯量を削減
ていなかったことが考えられる。
できるようにしていく。

平成２９年度上半期不適合一覧（分野２）
ＮＯ

1

2

課

名

庶務課

情報政策統計課

不適合内容

原

因

処

置

用紙印刷量

今年度よりスタートした新規業務である文書管理支援業務に伴う
業者選定や会議の開催、また、人権業務では戸田市が平成２９
年度において近隣１４市町の会長市となったことから、外部との
会議や意見のとりまとめが増加したこと、さらに平成２９年３月に
審査請求が届いたことによる文書でのやりとりの増加が用紙印
刷量の増加要因と考えられる。

用紙印刷量

用紙印刷量について、今年度は3月の市長選により予算関連作
業が通常より１か月早いスケジュールで行われていることや、職 印刷の内容を各個人において今まで以上に精査し、印刷やコ
員の増員、新規業務(基幹系システム基盤構築業務など)に伴
ピーを行う。
い、資料等の作成のため使用量が増加したものである。

課内での印刷については、原則裏紙を使用し、２in１で印刷す
るよう周知する。
また、最終確認以外では裏紙使用もしくは両面使用のうえで
２in１での印刷を徹底する。

・用紙印刷量については、毎月同程度の使用量となっており
全体的に数値が増えていることから、職員番号ごとの使用量
調査を情報政策統計課に依頼し、どの業務で紙使用量が増
えているのかを分析し下半期以降に反映できるようにする。
・普通貨物車の走行距離については、リース車両の入替えに
伴う部分もあるが、車両全体としては計画値の範囲内で使用
できているので、引き続き適正な車両の使用を職員に促して
いく。

3

資産管理課

用紙印刷量
普通貨物車

・用紙印刷量については、主に、市庁舎総合管理や電話交換業
務委託の更新があり、報告書フォームを大量に印刷したことが原
因と考える。
・普通貨物車の走行距離については、８月のリース切替により軽
貨物車を新たに導入するまでの間、普通貨物車の使用が増え
た。

4

入札検査課

用紙印刷量

当初予定していなかった要綱・規則等の改正や新規事業等によ 資料作成等においては2in１1刷とし、文書の確認について
り、課内での資料作成、関連各課への配布資料等における出力 は、印刷を極力避け、パソコン画面での確認を進めることで
が度重なり、計画を大幅に上回ってしまった。
最大限、用紙削減に努める。

用紙印刷量

納税義務者・課税客体自体の増加や複雑な課税内容に関する
課税資料の増加、また、電子データでの資料受取の増加により
課内での印刷作業が増えたことが考えられる。

5

税務課

分野１の目標にもしている、2in1の意識を今後も定期的に呼
びかける。
複合機の前に、2in1を促す張り紙等をしたり、回覧をすること
により、用紙削減意識を高めていく。
また、資料の共有を呼びかけ、紙資料の削減を心掛ける。

ＮＯ

6

7

8

9

10

課

名

収納推進課

協働推進課

防犯くらし交通課

文化スポーツ課

市民課（行政セン
ター）

不適合内容

原

因

処

置

用紙印刷量

できる限り無駄な印刷を減らしたり、PDFで対応できるものは
本年度当初、還付通知書の課内打ち出し等によるコピー枚数の
紙ではなくPDFを利用する。目標を課内に再周知し、個々が
増加が見込まれたことから、必要最小限の範囲で目標値を変更
用紙印刷量を意識するように徹底する。その上で、年度終了
したところ、財産調査及び差押の強化を進めていることから、下
後に実績を考慮して、来年度の目標値を見直してまいりた
半期についてもコピー枚数の増加が見込まれる。
い。

用紙印刷量

昨年度から継続されている業務の中では、「市民活動サポート補
助金」における団体提出資料が増加したことや「市政座談会」の
資料をより具体的に作成したことで用紙印刷量が増加した。
また、新しい業務として、「男女共同参画に関する意識調査」及
び「ふるさと祭りに関する意識調査（実行委員会の補助）」が加
わったことも印刷量が増加した原因であると考えられる。

用紙印刷量

年間目標値は114,005枚であるため、下半期の目標値は上半
期分を差し引いた約50,000枚となる。
毎年下半期に実施しているスケアードストレイト（交通担当関連
下半期も主に相談担当にてイベントや新規事業による講演会
業務）を今年度は5月に実施し、チラシを一部自課で印刷したこと
が2件ほどあるため目標値の達成はかなり厳しいと考えられ
によるものと推察される。
るが、用紙使用量について業務ごとに精査し、無駄な印刷を
控えるよう再度課員に注意を促すこととする。

用紙印刷量

今年度より担当が増え、人員も増加したこと及び新規事業による
打ち合わせの増加が目標未達成の原因と考えられる。
不要なコピーを控えるように呼びかけつつ、事業の簡素化に
課内回覧等を通じて、２in1の使用を呼び掛けているが、対外的 ついても検討することで、印刷量の削減に努めていきたい。
に提出するものが多いため、目標達成に至らない。

水道使用量

電気使用量については冷房の使用を徹底的に制限し、朝方は空
調機の電源をそもそも入れず、やむを得ず使うとしてもドライや
送風などのみとして冷房の使用は極力控え、電源が入っていた
場合はOFFにすることもあった。用紙印刷については本庁の印
刷機を使用する代わりに複合機の使用を控えてほしい旨お願い
したが、電気使用量程徹底させる事は出来なかった。しかし、対
象期間を通じての目標の達成は出来た。水道については調査の
結果漏水が発見されたことにより、使用量が増加したものと推察
される。

引き続き電子による回覧等の活用や資料の簡素化等を実施
することで印刷量の抑制に努めていく。
また、課内での定期的な情報共有を徹底することで、職員が
問題意識を持つように働きかけていく。

水道使用量の未達成については、漏水によるものが一因と
考えられ、漏水箇所については早急に修繕を実施した。
このほか、施設利用者の増加に伴い、トイレ利用等による
水道使用量が増加することから、将来的に設定値の見直しを
検討するとともに、施設管理において今回の漏水箇所が目視
確認の困難な箇所であることから、今後は数値に異常が見ら
れた場合は敏感に対応し、素人目で判断するのではなく専門
業者に早急に対応及び修理を依頼するようにしていきたい。
また修繕後も点検を強化して、更なる漏水事故が起こって
いないかどうか注視していきたい。

ＮＯ

課

名

不適合内容

原

因

処

置

11

経済政策課

用紙印刷量

花火大会の警備関係で大規模な急な変更が生じたため、印刷を 花火大会終了後は計画を上回っていないため、下半期で
要した。
オーバー分を取り戻すよう削減に努める。

12

みどり公園課

用紙印刷量

1号公園及び荒川水循環センター上部公園の工事発注設計図書 用紙印刷量の削減について改めて課内周知を行い、必要最
の打ち出しや桜づつみ測量業務委託の発注に伴い、印刷量が 低限の印刷となるよう心掛ける。
増加した。
また、可能なものについては両面2in1での印刷を徹底する。

13

生活支援課

用紙印刷量

生活保護申請者の増加や年金の受給資格期間短縮に伴う事務 課内職員に用紙印刷量の計画数を周知し、2in1の積極的な
等により、計画を上回る用紙印刷量になってしまった。
利用を促していく。

14

障害福祉課

用紙印刷量

今年度、障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画の
会議資料作成の際、準備の段階でも、膨大な印刷をしていた
更新年度のため、会議が例年より、４倍程度ある。その会議資料
ので、データのみで資料を作成するように心がける。
等を大量に資料を印刷したことが原因としてあげられる。

15

長寿介護課

用紙印刷量

未達成の主な原因として、①平成29年度は「戸田市地域包括ケ
ア計画（第7期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の策
定業務があるため、関係資料を出力する頻度が多かったこと。
②平成28年度から担当が1担当増え、市民への説明資料の作成
や関係機関との会議の資料を印刷する業務が増えたこと。③使
用できる用紙の計画枚数の課内の情報共有がうまくできていな
かったことが考えられる。

16

保険年金課

用紙印刷量

国保の制度改正については多くの資料確認があるが、できる
国保制度改正に向けての資料の印刷などで当初予定よりは多く
限りＰＣ上での確認とする。印刷も必要に応じての対応とす
なってしまったが、必要な印刷であった。
る。

課内職員及び非常勤職員に対して月々の計画値を周知し、
印刷量の管理に努める。
資料については、2in1での印刷、会議資料の職員間での共
有やＰＣの画面による確認など、印刷量を極力最小限にする
よう努める。

ＮＯ

17

18

課

名

西部福祉センター

東部福祉センター

不適合内容

水道使用量
用紙印刷量

電気使用量
水道使用量
用紙印刷量
軽貨物車

原

因

電気使用量：昨年度の上半期の施設利用件数は541件であった
が、今年度は昨年度より53件多い594件であった。また、利用者
の要望等により冷房使用の頻度が高かったこともあり電気使用
量が増となったと思われる。
水道使用量：水道使用量のほとんどが風呂の利用に影響してい
ると思われ、いこいの室の利用者の多くが風呂を利用している。
そこで、いこいの室の利用状況を確認すると、昨年度の上半期
の利用者数は4,231人であったが、今年度は昨年度より214人多
い4,445人であった。したがって、いこいの室の利用者が増えたこ
とから風呂の利用も増えたと考えられ、水道使用量が増となった
と思われる。
用紙印刷量：福祉センター職員数のカウントが４人から５人に１
名増となったことから用紙印刷量が２５％アップしたこと、また、
施設利用件数が昨年度より約１０％増となったことから施設使用
許可書等の印刷数が増となったこと、その他、施設使用料の有
料化に伴う資料の作成等で印刷物が増えたことから、用紙印刷
量が増となったと考える。
電気使用量：昨年度の上半期の施設利用件数と比較すると８３
件増加している。また、今年度は梅雨明けが１０日以上早かった
こと、利用者からの要望による冷房使用が増えたことなどから、
７月からの電気使用量の増加に繋がったと思われる。
水道使用量：冷房使用の増加に伴い、冷却塔への水の供給量
が増えた。また、風呂の給湯口や一部のトイレで漏水があった。
このことから水道使用量が増加したと思われる。
用紙印刷量：施設利用件数が昨年度より増加していることから施
設使用許可書等の印刷数が増となった。また、施設使用料の減
免廃止に伴う資料の作成等で印刷物が増えたこと、さらに今年
度は公民館まつりの実行委員会当番館であり、会議資料等の印
刷物が増えており、全体として用紙印刷量が増となったと思われ
る。
軽貨物車：施設使用料の減免廃止等の調整会議の増加に伴
い、他公民館等への移動時の利用が増えたと思われる。

処

置

電気使用量：管理運営体制の切替えの検討もあり、抜本的な
対策は難しいことから、施設利用者に対して環境配慮への理
解を求めていきたい。
水道使用量：管理運営体制の切替えの検討もあり、抜本的な
対策は難しいことから、施設利用者に対して環境配慮への理
解を求めていきたい。
用紙印刷量：施設利用者の利用状況から用紙印刷量が増傾
向にあることはやむを得ないことから、それ以外の内部事務
においては、電子データで対応できるものは極力印刷物を少
なくするなど印刷量の節約を心がけていきたい。

電気使用量：夏場の暑い時期は脱水症状等の発生を防ぐこ
とから、冷房の使用を減らすことは難しいことから、施設利用
者に対して環境配慮への理解を求めて設定温度の調整等を
行っていきたい。
水道使用量：電気使用量と同じように、冷房の使用に伴う対
策は難しいことから、施設利用者に対して環境配慮への理解
を求めていき、お風呂等の節水への協力を進めたい。
用紙印刷量：施設利用者の利用状況から用紙印刷量が増傾
向にあることはやむを得ないことから、それ以外の内部事務
においては、電子データで対応できるものは極力印刷物を少
なくするなど印刷量の節約に心がけていきたい。
軽貨物車：今後は計画値を下回るように、軽貨物車の利用を
控えた自転車等の利用に努めて行きたい。

ＮＯ
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課

名

不適合内容

原

因

新曽福祉センター

灯油
用紙印刷量

①上半期における灯油の主な用途は、お風呂の給湯である。今
年は特に８月の日照時間が少なく、気温も低めで推移したため、
お風呂の給湯にかかる灯油使用量が超過したものと思われる。
②用紙印刷量については、例年よりも事務量が大幅に増加して
いることにより格段に増加している。ホール天井改修アスベスト
除去工事設計業務・施設使用料減免廃止の周知業務・公民館事
業の見直し業務が原因として挙げられる。

福祉保健センター

用紙使用量
車両燃料消費量
（ガソリン）
軽貨物車
普通貨物車

電気使用量については、計画値変更を行ったことに加え、９月に
１階のエアコンが故障したため、結果的に節電につながった。
用紙印刷量については、がん撲滅イベントなど新規事業の周知・
準備や、福祉総務課の一部業務が福祉保健センター内に移った
ために、業務量が増加し、印刷量が増えたと考える。
車両については、市外医療機関等に外出する機会の増加のた
め、使用が増えたと考えられる。

こども家庭課

下戸田保育園

用紙印刷量

水道使用量
用紙印刷量

処

置

①利用者が個々に自宅のお風呂を利用するよりも、施設の
お風呂を利用した方が、市民生活全体の環境負荷からすると
望ましいといえる。今後も引き続きニーズにこたえる中で、節
水（給湯）を促していきたい。なお、水道利用については、節
水努力により計画値の範囲内に収まっている。
②今後の業務量は、ホール天井改修アスベスト除去工事の
実施・指定管理者制度導入に向けた準備業務・各種修繕の
実施・公民館事業の見直しの本格化など、今後更に増加する
ことが見込まれる。用紙印刷量の抑制は事務効率の低下
や、事務工程の見落としに直結する問題だけに、改善は至難
である。できるだけ、電子データを使用するなど、引き続き可
能な努力を行うが、次年度に向けて計画値の変更も併せて
検討したい。

用紙印刷量については、引き続き不要な印刷の削減、裏紙
の使用、印刷時のページ集約、両面印刷など、一人一人が
意識していく。
車両については、研修や医療機関などで市外に出る時は、な
るべく公共交通機関を利用し、市内は自転車を利用する。

主な原因は、各種サービス受給対象者の増加によるものとも思
われる。.また、マイナンバーの収集などサービス申請時にコピー 職場内で用紙印刷量に関する情報共有を行い、両面印刷や
を必要とする添付書類が増加したこと、児童福祉審議会に関す ２in１、必要枚数の精査などについて積極的な取り組みを促
る事務を開始したことにより会議資料等の作成にかかるプリント す。
が必要となったことなども要因と考えられる。

・ホースからの水漏れやプールの水量、スムーズなシャワーが行
える環境導線の見直しが必要である。・外気温上昇や砂埃を防
ぐための水まきを雨水等を活用していく。・保護者以外の送迎や
異国の保護者の増加により、お知らせやお願いをわかりやすい
ように家庭数配布にしたり、新たな取り組みに関しての作成物に
より印刷量増加に繋がった。

・給食室や用務員と協力をしながら、できる範囲での電気や
節水について再確認の場を設け、意識向上に努める。
・集会や掲示をを通して、日常的な手洗いやトイレ等での水
の扱い方の確認及び職員の共通認識を持った取り組みとし
ていく。
・保護者への周知方法として、個別ノート及び掲示の活用方
法の見直しを行う。
・電子確認の徹底とホワイトボード等を活用した周知方法の
継続、及びファイルを活用した情報共有に努めていく。

ＮＯ
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24

課

名

新曽保育園

喜沢南保育園

不適合内容

原

因

処

置

電気使用量
都市ガス
用紙印刷量
水道使用量

会議等で電気、水道、ガス、用紙印刷等の節約を知らせてきた
が、実績値より計画値がすべて上回ってしまった。電気、ガスの
使用量については熱中症対策や、子どもが健康に過ごせるため
に必要であるが、使用していない保育室やトイレなどの電気やエ
アコンをこまめに消すなどの周知ができていなかったことが考え
られます。水道使用量については、給食室にも節約を周知し、園
児・職員にも水の使い方等を伝えてきたが、周知徹底ができな
かったことが原因と考えられる。用紙印刷量については、一人一
人が印刷の必要さを考えたり、A4の印刷物を2枚一緒にA3で印
刷するなど意識してきたが、印刷枚数を減らすことができなかっ
た。今後も引き続き、資源の大切さや節約面での周知をし、職員
の意識を高めていきたい。

電気使用量
都市ガス

・電気とガスの使用量が計画値を上回ってしまいました。園児
が適温の中で過ごせるように、各クラスのエアコンやホール
でのエアコン（GHP）４基を使用する頻度が高かったこと、給
・各クラスでのエアコン、ホールエアコン（GHP)４基の使用頻度の 食以外にも水分補給の為に、麦茶を沸かす量が多かったこと
高さ、給食以外に麦茶を沸かす量の多さ等が原因と考えられる。 等が原因だと思われます。今後は暗くなるのが早くなり、寒く
フィルター掃除や不必要な電気をこまめに消す等し、節電を心が なってくるので、更なる電気使用量が見込まれますが、エアコ
ンのフィルターをこまめに掃除を行い、暖まったらエアコンを
けていきたい。
切る、不必要な電気は消す等、職員に周知徹底していきたい
と思います。また、園児や保護者にも呼びかけていき、園全
体で取り組んでいきたいと思います。

会議等で周知してきたが、実績値が計画値より上回ってし
まった。電気・ガスの使用量については熱中症対策として子
どもが健康に過ごせるように必要だったと思うが、使用してい
ない保育室やトイレなどの電気がついていることもあった。今
後も一人一人が意識し、こまめに消す習慣をつけていきた
い。用紙印刷量については、一人一人が印刷の必要さを考え
たり、サイズの小さいものはひとまとめに印刷するなどを周知
しながら、印刷と紙の使用量を減らしていきたい。水道使用量
についても、職員が手本となり、子ども達にも水の大切さや使
い方を伝えながら、引き続き資源の大切さを知らせていきた
い。

25

笹目東保育園

電気使用量

夏は天候不良により、例年よりもプール遊びやシャワーをする機
会が少なかったことで、水道とガスは計画値を下回った。その
分、室内で過ごす日が多く、冷房を使用することが多かったこと 今後暖房の使用が始まるが、温度設定値を見直し、職員の
に加え、空調の老朽化で設定温度を下げないと冷房の効果が得 節電に対する意識を高め、節電に努めていきたい。
られなかったことが、計画値を上回ることにつながったと考えられ
る。

26

上戸田南保育園

電気使用量

冬、暖房でエアコンの使用が多くなることが見込まれるので、
7月猛暑になるのが早く、まだ水遊びも始まっていなかったことか
衣服やエアコンの温度等調節することで、健康に配慮しなが
ら、室内でのエアコン使用量が増えたと考えられる。
ら節電に努めていきたい。

ＮＯ

課

名

不適合内容

原

因

電気使用量4月はまだ寒さが残るときに暖房を使用したことが原
因と考えられ、6，7月は気温が高くなり冷房を使用する回数が増
えたことが原因と考えられる。ガス使用量:4,5月は子どもの健康
のため午前の水分補給の回数が増え、給食室でのお茶を沸か
す回数が増えたことが原因と考えられる。水道使用量:７,8月は
プール遊びをする回数は少なかったが、泥んこ遊びや戸外遊び
の回数は多く、子どもへのシャワーの回数が増えたことが原因と
考えられる。用紙印刷量:不要なコピーや印刷をしないよう職員に
周知してきたが、上半期全体を通して、保護者への周知文を配
布や掲示する機会が増えたことが原因と考えられる。

処

置

電気使用量については、下半期は日が落ちるのが早く電気
を多く使うことが予想されるので、下半期は不要な電気の削
減を職員間で意識していきたい。水道使用量については、上
半期はわずかに計画値を上回ってしまった。引き続き園全体
で節水について取り組んでいきたい。ガスの使用量について
は、上半期は計画値を僅かに上回ってしまった。下半期で
は、気温が下がりお湯を多く使うことが予想されるため、ガス
の使用機会が増えると考えられるが、引き続きお湯を出す時
間を短くする等不必要なガスの使用がないか見直し、職員に
周知して取り組んでいきたい。用紙印刷量については、下半
期は行事や新年度準備等でさらに印刷量が上回る予想なの
で、職員に再度上半期の実績を報告し、不要なコピーや印刷
をしないよう周知、徹底していきたい。

27

新曽南保育園

電気使用量
LPガス
水道使用量
用紙印刷量

28

笹目川保育園

用紙印刷量

・情報共有を図ることや行事等があったため、コピーや印刷量が ・今後も全職員に周知して、コピーや印刷に無駄がないよう
多かったと考えられる。
考えて、コピーや印刷をするよう意識の向上を図っていく。

用紙印刷量

・人事異動による職員数の増加や課内半数以上の職員に転入・
配置替えが行われたことにより、研修等資料の印刷の必要が多
く発生した。
・開催が必要な会議が集中したため、資料の枚数が多く、部数，
内容の精査や印刷機の使用を心がけたものの、印刷量が多く
なった。
・改正予定の計画等が複数あり、限られた時間の中で、委託業
者が作成した資料案の確認・修正に要する資料印刷量が多かっ
た。

・枚数削減を図るため、２㏌１印刷への切り替えや印刷機対
応が可能なモノクロでも分かりやすい会議等の配布資料作成
を行い、さらなる部数，内容の精査を徹底する。
・委託業者が作成した資料案の確認・修正では、作成前に十
分に委託業者と内容の調整を実施、確認・修正作業も印刷前
に電子ベースで行い、印刷量を必要最低限とする。
・会議の回数や運営方法の見直しを図り、業務の効率化によ
る用紙削減も進めていく。

用紙印刷量については、県からの調査依頼や、イベント等による
印刷物の増加によるものと考えられる。
用紙印刷量
車両燃料消費量 軽乗用車の走行距離については、道路陥没等の緊急の現場対
走行距離（軽乗用車） 応や、パトロール等の増加など当初想定していなかった業務に
対応したため、目標を達成できなかったと考えられる。それに伴
い、ガソリン消費量も増加している。

用紙印刷量に関しては、目標値を大きく超えてしまったことか
ら、個々が意識の改善を図る必要があるため、下半期では、
より一層、環境に配慮した取り組みを推進するよう努めたい。
乗用車の走行距離については、必要最低限の使用を心掛け
ることとし、近隣の立会い等では、自転車の使用を推進して
いく。

29

30

都市計画課

道路河川課

ＮＯ

課

名

不適合内容

原

因

処

置

目標達成できていない３項目の内、①電気使用量について
は、所内で呼びかけを行い、不要な電気は消すようにする。
②温室効果ガス排出量については、電気・ＬＰガス使用量か
ら算出されている。その内、目標値を超えているのが電気使
用量であるため、①を取り組むことで、温室効果ガス排出量
の抑制に努めます。③用紙印刷量についても、印刷時に印
刷枚数や印刷対象の確認を行うことで、印刷ミスをなくすよう
に所内で声を掛け合う。
所内全員で目的意識を持って行動できるように、上記取組
や、それ以外の取り組みについても情報共有を行い、お互い
に声を掛け合い、改善を図っていく。

31

土地区画整理事
務所

電気使用量
用紙印刷量

・各自がクールビズをさらに取組むことでエアコン使用量を抑制
することに心掛けたが、近年の地球温暖化による気温上昇と建
物の構造(プレハブ)から、室温が30度を超える日が多く、体調管
理の観点から夏季はエアコンを使用する頻度が多くなり、目標値
を超えてしまった。
・印刷時に必要枚数を各自が確認した上で印刷することの意識
づけを職場内で共有することで、使用枚数の抑制に取り組んだ
結果、昨年度の上半期より約1,800枚の抑制をすることができた
が、目標値には届いていない。

32

教育総務課

用紙印刷量

目標を達成できなかった理由は、戸田東小学校・戸田東中学校
改築等工事に係る関係機関及び地域住民への説明資料等の印 内部の会議等ではペーパーレス化を進めることを検討する。
刷量が増加したことが考えられる。

33

生涯学習課

用紙印刷量

今年度は昨年同時期に比べて2,816枚少ない。月別では7月の印
資料削減や業務の効率化などを図り、用紙印刷数の削減を
刷量が特に多くなっている。主な具体的な要因は、開催した会議
進めていく。
資料の印刷であると考えられる。

車両の燃料、走行距離が目標値を超過したことについては２学
期より単独調理校が直営化となるために連絡や荷物の移動のた
めに車両を頻繁に使用した。用紙印刷については学校との電子
水道使用量
メールでの連絡方法が中止されたため、紙媒体での連絡方法と 業務上、やむ得ない場合もあるがなるべく、無駄のないように
用紙印刷量
車両燃料消費量 なり、用紙印刷量が増加したことや給食センター委託化、単独調 取り組んでいく。
走行距離軽乗用車 理直営化に向けた事務に関連する文書の印刷が増えた。水道
使用量は給食数の増加、給食センターが委託化となるため、ま
た、夏休み中に調理リハーサルを行ったので、増加している。

34

学校給食センター

35

・平成３０年度実施予定の設備改修工事に係る業務のため、走
図書館・郷土博物
車両燃料消費量 行距離、走行回数が増えてしまったが、軽貨物車を含めた走行
館
走行距離（軽乗用車） 距離は、計画値内に収まった。
・走行距離が増えたことにより燃料使用量が増えてしまった。

・市役所、近距離、単独の移動は、引き続き自転車の利用を
心がけ、安易な公用車の利用はしない。
・毎月走行距離を再確認し、場合によっては、公用車を使用
しない日を設定する。
・図書館の公用車の利用が激しいため、必要に応じて図書
館・博物館の公用車の利用調整を行う。

ＮＯ

課

名

不適合内容

原

因

処

置

彩湖自然学習セン
36
ター

電気使用量

電気使用量は、6月から７月まで雨が少なく例年と超える高温か
ら空調使用の頻度が高くなり、計画を大幅に超える使用料となっ
た。水道使用量、車両燃料消費量、車両走行距離については、
ほぼ計画どおり推移した。用紙印刷量が７月と９月に上回った
が、これは学校との教育系ネットワークを使用した連絡ができな
くなりため、紙ベースでの書類が増えたため。

37

危機管理防災課

用紙印刷量

避難所説明会、避難所顔合わせの資料印刷、及び防災訓練関
連業務で印刷量が増加した。

38

議会事務局

用紙印刷量

業務の増大により、印刷指示の誤り、原稿誤りの増大につな
定例会に合わせて、業務が増大する傾向にあり、それに伴い用
がることのないよう、印刷時の確認などの取り組みを徹底し
紙印刷量も増大する相関関係にあると分析している。
て、誤印刷枚数の削減に取り組んでいきたい。

総務課・診療室

電気使用量
車両燃料使用量
（ガソリン）
普通乗用車

電気使用量については、冬期の暖房使用時期をできるだけ
短くするよう努める。
電気使用量については夏季における冷房の使用増加、ガソリン
ガソリン及び走行距離に関しては、往診や訪問リハビリの使
及び走行距離に関しては往診・リハビリの件数の増加により、目
用回数を減らすことは難しいため、研修や説明会等の本庁舎
標を達成できなかった。
への利用は他部署と乗り合わせて行くことや、医師会や銀行
にも併せて行くように使用回数を削減するように心掛ける。

39

40

消防本部

電気使用量
都市ガス
用紙印刷量

電気使用量の改善については、今後展示用照明の一部につ
いてハロゲン電球から使用料は１０分の１になるLED電球に
切り替えることで使用量の削減が見込まれる。
他の項目についても、削減に努力いたします。

下半期には大量の資料が必要となる事業は多くはないと考
えられるが、資料については、出席者に協力を仰ぐなど、印
刷使用量の縮減を図っていきたい。

電気、都市ガスとも７月から９月までの夏季期間の空調利用によ
り増大が認められる。しかし、上半期合計の計画値、実績値の差
は、然程開いておらず、下半期の取り組み方を見直し改善に努 電気、都市ガス、用紙印刷量の節制するよう呼びかける。ま
める。
た、毎月の実績値を職員に周知させ意識を高める。
用紙印刷量の増大は、今年度の近隣消防と連携訓練等の計画
が多く企画されており、紙の使用量が増加したと考えられる。

ＮＯ
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42

43

課

名

東部分署

西部分署

上下水道経営課

不適合内容

用紙印刷量

原

因

・会議、訓練資料作成によるものと考える。

処

置

・平成28年度上半期の印刷量と比較してみると、平成28年度
上半期では21,242枚となっており、平成29年度上半期の実績
値は18,292枚となっている。よって、前年度上半期より2,950
枚削減できているが、今年度の上半期の目標値を達成する
ことは出来なかった。
・改善点としては、確認のための印刷や書き損じによる再印
刷などが挙げられる。今後の取組みとしては、印刷前に事前
に上席者等に確認をしてもらう。また、職員間で資料の共有
化を図ることにより、大量印刷を防止する。

電気使用量
LPガス
用紙印刷量

電気使用量は、天候気象状況を判断しながら空調の使用を
無理のない範囲で控える。また、衣類乾燥機については、雨
天以外の使用は避けるよう職員に再度周知する。
電気使用量については7月までの酷暑によるエアコンの使用、8
プロパンガスは、主に調理場のコンロと給湯機および浴室の
月以降の長雨による衣類乾燥機の使用によるものと考えられ
給湯機によるものである。普段から気をつけて実施している
る。プロパンガスは４，５月でシャワー等の給湯温度が高かった
ところではあるが、適正な温度設定での使用を職員に再度周
ものと考える。用紙印刷量は会議、訓練資料作成によるものと考
知する。
える。
用紙印刷量は、確認のための印刷やミスプリント、また、書き
損じによる再印刷などを極力控えて修正して済ませられるも
のはそれで処理する。

電気使用量
都市ガス

電気使用量：4月検針分の使用量は3月の使用実績に基づいて
計測されるところ、平成29年3月においては最低気温が過去の最
電気使用量：執務室の室温を適正化し、過度な暖房の使用
低気温の平均より極端に低い日があり、暖房の使用が増加した
は控える。
ため。
都市ガス使用量：過度な給湯器の使用は控える。
都市ガス使用量：もともと使用量が極端に少なく、僅かな増減が
実績として反映されてしまうため。

平成２９年度内部環境監査模範
チーム 被監査対象組織・施設名 件数

内容

1

2

喜沢南保育園

1

ペットボトルのキャップを集め、近隣の介護老人福祉施設へ寄
付している。また、ゴーヤによるグリーンカーテンの作成や、園
児に向けて定期的にＩＳＯ集会を開き、環境への意識付けを
行っている。園児だけでなく保護者にも環境を意識した様々な
取り組みが行われている。（模範）

2

3

資産管理課

1

工事の現場等で、環境に良い新しい器具等を発見した場合、
課内で情報を共有し、別の工事でも取り入れるなど、内部コミュ
ニケーションが図られている（模範）

3

4

税務課

1

業者への印刷依頼の仕様書において、納入時の箱（段ボー
ル）に針金等を利用しないよう指定しており、環境に配慮してい
た。（模範）

1

学校現場からの要望を受け、環境に配慮したインクジェット式
の高速プリンターを選定し、市内全小中学校に導入した。これ
により業務の時間短縮・効率化が図られただけでなく、設置台
数の縮減、廃トナーが発生しなくなる等の環境配慮もなされ、
積極的に環境に配慮する姿勢が見られる。（模範）

1

環境推進員、環境推進員主幹がいる所属（消防第２課）以外の
所属に環境推進員補助員を設置し、職員の環境意識向上を図
り、環境に対して施設全体で積極的に取り組めている。（模範）

1

政策研究所で作成している資料において、担当部署で印刷及
び各自治体等へ送付を行っていたが、ホームページに資料内
容を掲載し、一部を除き、各自治体等へは、メールで対応する
ことにより、用紙の削減を含め、環境に配慮した業務改善を
図っている。なお、当初は、２５０部程度を作成していたが、現
在は、約５０部の作成。（模範）

4

5

6

11

11

12

教育総務課

東部分署

政策秘書室

別表第５（第１２条関係）
戸 環 第 １ ４ ０ １ 号
平成２９年１２月１３日
(宛 先 )
市
長
主任環境監査員

吉田

豊

平成２９年度 内部環境監査報告書
監

査

の

種

別

定期監査

・

臨時監査

監 査 結 果 の 総 括
平成２９年度は、内部環境監査員として２５名の職員が任命され、主任環境監査
員を除く２４名で、１チームにつき監査員２名の１２チーム編成で内部環境監査を
行った。監査は平成２９年１０月３０日（月）～１１月１０日（金）の期間で、全
体の約３分の１にあたる２３の組織に対し、実施した。
監査の結果、対象となったすべての被監査組織において、重点事項も含め、適正
に環境マネジメントシステムに沿った取組が進められていることが確認できた。
今 回 は 、 ISO14001： 2015年 版 に 移 行 後 、 初 め て の 監 査 で あ っ た こ と か ら 、 資 源 の
捉え方や測定可能な取組指標の設定など新たな視点についても監査したが、適切に
順守されていることが確認できたことは一つの成果であると考える。
また、監査を実施した結果、指摘事項については特になく、模範事項を６件挙げ
ることができた。模範事項については、庁内へ周知し、水平展開を図っていく。
監 査 結 果 の 区 分

模範６件、観察０件、指摘０件
改善提案０件、改定勧告０件

指

摘

事

実

主任環境監査員の所見

特になし
内部環境監査を実施した結果、今回の審査では指摘事項
は特になく、模範となる活動が６件挙げられた。
模 範 の 活 動 の 中 に は 、 ISO14001： 2015年 版 と し て 新 た に
加わったグリーン購入（ライフサイクルの視点）に係る活
動 も 含 ま れ て お り 、 今 後 、 水 平 展 開 さ れ る こ と で 2015年 版
に基づく活動の推進が図れるものと考える。
また、今回、指摘事項が上がらなかったことについては
、各所属にシステムが浸透してきている成果で、昨年度ま
で指摘のあった環境関連法令に係る事項についても適切な
順守が確認できた。
ISO14001： 2015年 版 に お い て 変 更 と な っ た 点 に つ い て は
今後も継続して監査を実施していき、環境マネジメントシ
ステムの更なる推進を図っていくことが重要であると考え
る。

備

考

特になし

審査報告書
受審企業／組織体情報：
企業／組織体名

戸田市役所

所

埼玉県戸田市上戸田１丁目１８番１号

在

地

トップマネジメント

戸田市長

神保

国男

様

管

石津

賢治

様

理

責

任

者

副市長

施

日

2017 年 1 月 24 日～2017 年 1 月 26 日

審査情報：
審

査

実

チームリーダー名

上村

到

登録番号

適用規格（審査基準）

審査種別

JQA-EM1478

ISO 14001:2004

定期審査

※ ｢審査基準｣には、適用規格に基づき受審企業／組織体が定めた手順が含まれます。
※ 審査報告書は、
「JQA マネジメントシステム審査登録契約書」に従い、機密保持されます。
尚、審査報告書の写しが受審企業／組織体より外部に配付される場合、全ての頁が含まれていなければなりません。

審セ-31W0-J73-C*

報告日：2017 年 1 月 26 日
登録番号：JQA-EM1478
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1. 審査実施概要
1.1 審査の目的
当該マネジメントシステムが継続して要求事項に適合しているか否かを審査すること。（定期
審査）
1.2 審査の実施範囲
登録活動範囲より、プロセス／部署／サイトをサンプリングして実施（詳細については審査計
画書を参照）
。
1.3 審査対象期間
前回の更新審査より今回の定期審査まで
1.4 審査チーム
チームリーダー／チーム 1

上村 到

（JQA 認定 ISO 14001 主任審査員）

1.5 審査対象人数：５９５名
1.6 受審企業／組織体のマニュアル状況（文書名／番号、版、発行日）
戸田市環境マネジメントシステム運用ガイド(平成 28 年 3 月 29 日)
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2. 審査結果
2.1 登録の維持に関する結論（定期審査）
今回の定期審査では、適用規格〔ISO 14001:2004〕の中で改善指摘事項が発見されませんでし
た。登録されているマネジメントシステムについて、システムが維持されていると判断致しま
す。
この審査報告書は、審査情報を記録した審査詳細報告書を基に作成しています。
審査情報はサンプリングによって収集していますので、審査報告書の記述以外に改善指摘事項
がないことを保証するものではありません。
2.2 登録証に関する結論
登録証記載事項に対し判断した結論は以下の通りです。なお、今回が更新審査の場合、2.1 項
の結果に従って有効期限の更新を推薦致します。
・ 今回の審査範囲において確認した結果、登録証は、引き続き適切と判断しました。
2.3 審査工数の確認
2.3.1 今回の審査工数：審査工数 3.0（人・日）
、移動工数 0.0（人・日）
2.3.2 次回以降の審査工数の予定
定期
定期審査回数

1

2

更新

審査工数（人・日）

3.0

6.0

移動工数（人・日）

0.0

0.0

次回審査は、実施の 3 ヶ月前を目処にお送りする「日程のご案内」に基づき、実施させていただき
ます。
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3. 審査所見
3.1 総合所見
１. 戸田市では、
「戸田市環境基本計画」の中で基本理念/目指す環境の姿/実現のための取組の方
向性が明示され、施策・事業に反映されて環境マネジメントシステムとも連動した状況が観察
されています。本報告書３ページに記載のように環境マネジメントシステムが適切に機能して
いると判断しました。
２. 環境マネジメントシステムの中では、環境目的・目標、プログラムは分野１(施策・事業)、分
野２(事務・生活活動)、分野３(市庁舎管理)に区分されて部門ごとに設定され、進捗が管理され
ていました。活動の結果は「戸田市の環境」
「戸田市環境マネジメントシステム実績報告書」等
により、ホームページを通じて全市民に情報提供される等、情報公開にも先進的な状況があり
市民の信頼感/満足度向上に資している状況も拝見できました。
平成 28 年度では「戸田市地球温暖化対策実行計画(改訂版)」発行(H.28.03)による新たな対応
策の策定と運用開始等があり、こうした継続的改善の蓄積として「経営革新度調査」 (全国８
位)、
「生物多様性に優れた自治体ランキング」(全国１位)、住みたいまちとしての高評価につな
がっていることが窺われました。また部門別活動では①市民の環境活動への働きかけ/安全・安
心のための活動、②オフィス内での生産性向上と省資源を融合した活動、③学校ＩＳＯの推進、
等の良い活動事例が観察されました(ストロングポイント/グッドポイント参照)。
３. 一方で、個別の活動の中では、① 庁舎内各部門での環境目標設定と成果との関連、②環境目
標未達時の対策適切性、等に改善の機会が発見されました。ご検討をお願いします。
４. 環境マネジメントシステム全体においてトップマネジメントの関与/リーダーシップは明確で
あり、国際規格の改訂(2015 年版)への対応を経て、更なる成果の積み重ねを期待致します。

3.2 改善指摘事項
今回の審査においては発見されませんでした。

3.3 観察された事象(ストロングポイント/グッドポイント/改善の機会)
【ストロングポイント】
１. 戸田市では、環境基本計画の中で「水と緑に囲まれる快適さを感じるまちづくり/生物多様性の
保全」を掲げる中で、
「戸田市緑の基本計画」
「水と緑のネットワーク形成プロジェクト」
「戸田
ｹ原自然再生事業」等、市民の参画のもとに多様な活動を展開していました。2016.11 には「生
物多様性に優れた自治体ランキング」で全国１位の評価を得るなど環境に軸足をおいた先進的
な活動が継続されていました。
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【グッドポイント】
１. 環境課では「地球温暖化対策事業」の一環としての「クールシェア賛同店舗/施設増(家庭ごと
のエアコンから共同利用による省エネ活動、H.28/上期で目標 30 ヶ所、実績 62 ヵ所)」や「放
射線測定事業(自治体の自主的監視活動：市民の安心安全への積極的情報提供)」等、行政から
市民に向けての「環境への協働、安全・安心と市民満足」を目指す独自かつ多彩な活動が展開
されていました。
２. まちづくり推進課では、外部からの照会文書のペーパーレスの仕組みを整備することで生産性
の向上、紙資源の節約、市民満足の向上につなげていました。受け付けた照会案件については、
従来は職員が個別に期日管理していましたが、28 年度以降サーバーの課内共通フォルダー内に
共通管理用ファイルを設定し案件情報を共有化するとともに、担当者・回答期限等が共通管理
できる仕組みであり、年間 250～300 件の照会案件を効率的に対応されていたことは今後他部
門への水平展開も期待されました。
３. 教育政策室では「学校ＩＳＯの推進」を環境目標に掲げ活動していました。市内１８の小中学
校が、
「エコライフＤＡＹとだへの参加/小中連携の５３０運動への参加/給食を残さない取組」
など様々な活動に取り組んでいる状況が教育委員会のホームページにおいてカラー写真等でわ
かりやすく情報発信されており、戸田市の魅力向上に資していることが観察されました。
４. こども家庭課では、業務フローの改善活動が進められていました。27 年度では従来個別対応で
あった、
「児童手当・児童扶養手当、こども医療費、ひとり親家庭等医療費」の振込払依頼書の
様式を、各グループメンバーの連携の中で個人情報の規制、諸法令上の規制を検討しながら一
元化し市民の対応時間短縮/満足度向上を図ったもので、28 年度においても別種様式について
継続的な改善が進展していました。
【改善の機会】
＜環境目標の設定について＞
１. 部門によっては分野１及び２における環境目標の設定に苦心されている状況が窺われました。
全庁舎的な環境側面の抽出が比較的シンプルな方法で行われていることから、部門の担当業務
の特性に即した課題の洗い出し等により「成果につながる環境目標」の設定に検討の余地があ
ります(例：オフィス内の生産性の向上策(他部署の成功例の水平展開を含む)、外部委託業務で
の環境配慮レベルの向上、窓口での待ち時間の削減他)。また「○○を○回/年実施」との「活
動型指標」から、
「成果型指標(生産性/業務フローの効率化、○○指数の改善、市民満足の向上
/不満足の解消等)」への切り替えが可能と見られる状況も一部に見られました。
(各部門共通、4.3.1/4.3.3)
＜是正処置について＞
２. 環境目標である「用紙印刷量の削減」では庁舎全体的に目標の未達が目立っています。本項目
は行政サービスの生産性/満足度にも関連する重要指標と見られますが、目標の未達対策として
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の「業務改善処置報告書」では、
「①よりわかりやすい資料を作成する、②書類の確認作業では
印刷を必要最低限にする」等、
「対策が実施されたか否かの判断基準」についてあいまいと見ら
れる表現、従来対策の踏襲(両面印刷+２in１等)が散見されました。より具体的な対策の設定
(○○の電子化、業務工程の短縮・代替、削減対象業務の洗い出し等)について検討の余地があり
ます。

(各部門共通、4.5.3)

＜緊急事態の特定について＞
３. 庁舎における緊急事態は「屋上の軽油配管からの漏れ」が特定されていましたが、一方で外部
の地下タンク(25 千ℓ、改修後 3 年弱)及び給油作業時起因の漏洩は特定されていません。発生時
の影響度の大きさから一般的に緊急事態の対象とする事例が多いことから、緊急事態特定のプ
ロセス及びリスクの大きさ等について根拠・状況を「見える化」することに検討の余地がありま
す。

(資産管理課、4.4.7)

3.4 活動の確認
以下項目について、今回の審査範囲で確認した結果を示します。なお、該当するものがある場合、
「3.3 観察された事象」に記載しました。
3.4.1 マネジメントシステムの目標への対応状況
目標の確立、計画及び実施に、改善指摘事項は発見されませんでした。
3.4.2 苦情への対応状況
苦情への対応に改善指摘事項は発見されませんでした。
発生した苦情への対応概要（主要なもの）
平成 28 年度において、これまで外部コミュニケーションの対象苦情はありませんでし
た。H27 年度環境課「公害苦情等の受理状況」では、「大気:14 件、水質:9 件、騒音:31
件、振動:7 件、悪臭:24 件、その他:1 件、計:86 件」であり、環境課にて「公害苦情受
付処理票」に記載してすべてに対応されていました。その他市長宛電子メール・手紙等
に対しては丁寧な回答が行われ、環境 ISO 事務局に伝達されていました。
3.4.3 法令・規制要求事項への対応状況
今回の審査で着目した法令・規制要求事項
フロン排出抑制法等につき着目して審査しました。
外部施設も含め着実に対応し、記録が残されていました。
法令・規制要求事項を順守するためのプロセス及びその運用に、改善指摘事項は発見されま
せんでした。
3.4.4 内部監査の状況
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組織の内部監査の以下事項において、改善指摘事項は発見されませんでした。
・組織の内部監査プログラムが計画されていました。
・組織の内部監査プログラムに従って実施されていました。
・不適合に対して、必要な処置が計画若しくは実施されていました。
3.4.5 マネジメントレビューの状況
組織のマネジメントレビューの以下事項において、改善指摘事項は発見されませんでした。
・予め定めた間隔でマネジメントレビューが実施されていました。
・必要な情報がインプット若しくは考慮がされていました。
・アウトプットに対して、必要な処置が計画若しくは実施されていました。
3.4.6 登録の公表及び登録マークの使用について
公表／使用の有無 ： ■

有

公表／使用の適切性： ■ 適切

□ 無
□ 不適切

確認対象物：ホームページ、市庁舎正面玄関の表示を確認しました。
3.4.7 前回の改善指摘事項に対する是正処置効果の確認
前回の審査では、改善指摘事項は記録されておりません。
3.5 マネジメントシステムにおける変更の確認
・変更審査／変更の確認ではありませんが、システムに変更があったため確認しました。
a) 管理責任者の交代
(新)副市長 石津賢治様：H.28.04、前副市長 山田一彦様より
b)マニュアル改版
戸田市環境マネジメントシステム運用ガイド
平成 28 年 3 月 29 日改定:組織改正に伴う名称変更及び一部様式・表現の修正
4. 補足
4.1 受領文書
■ 要求事項とプロセスのマトリックス表

■ 組織図

□ 環境マニュアル
■ オープニング／クロージングミーティング出席者の記録

□ その他（）

・ 受領した文書は、認証判定等のために使用させて頂きます。
・ 受領したもの以外のお借りした文書（許可を頂いてコピーしたものや電子ファイルを含
む）は、審査最終日に返却若しくは作業終了後に責任を持って消却・消去致します。
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5. 審査概要
各審査で発見された
改善指摘事項の件数
ISO 14001:2004 要求項目

定期１

4.1

一般要求事項

０

4.2

環境方針

０

4.3.1

環境側面

０

4.3.2

法的及びその他の要求事項

０

4.3.3

目的・目標及び実施計画

０

4.4.1

資源、役割、責任及び権限

０

4.4.2

力量、教育訓練及び自覚

０

4.4.3

コミュニケーション

０

4.4.4

文書類

０

4.4.5

文書管理

０

4.4.6

運用管理

０

4.4.7

緊急事態への準備及び対応

０

4.5.1

監視及び測定

０

4.5.2

順守評価

０

4.5.3

不適合並びに是正処置及び予防処置

０

4.5.4

記録の管理

０

4.5.5

内部監査

０

マネジメントレビュー

０

4.6

今回審査における

審査サイクル
定期２

改善指摘事項
更新

識別番号

注：この表に記載されている数字は、改善指摘事項の件数を示します。
“0”は改善指摘事項が無か
ったことを示します。
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