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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２９年度市長による総合的な見直し事項を踏まえ、下記のとおり運用しております。 

 

本市においては、環境マネジメントシステム（以下「ＥＭＳ」と言う。）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を図っており、平成３０年度においても事業

における環境配慮を分野１、省エネ活動等を分野２として設定し、各分野における取組を

組織的に実施しています。その中で各所属が適切に運用できるよう、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るとともに、成果が出せるよう、各所属が

課題点や工夫した点を分析できるようにしています。 

本システムを通じて管理している温室効果ガスの排出量の削減については、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取り組んでいます。また、改修対象の公

共施設において、省エネルギー設備の導入などを進めております。用紙印刷量の削減につ

いては、電子回覧や、会議の見直しによる資料の削減などの業務改善に取り組んでいます。 

温室効果ガスや用紙印刷量の現在の目標値については、戸田市地球温暖化対策実行計画

をベースとしておりますが、平成３１年度から同計画の改訂作業が始まることから、その

中でより適切な目標値などを検討していきます。 

庁舎の管理においては、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。

また、着実に記録等を行い、引き続き適正に管理しています。 

内部環境監査については、ISO14001 の 2015 年版の変更点を中心に養成研修やフォロー

アップ研修などを行い、監査員の技術向上に努めています。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ています。 

各所属における取組において環境目標の未達成の場合には、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

んでいます。取組の前提となるリスク及び機会については、平成３０年度も平成２９年度

と同様のものを設定しています。 

 

※上記は、平成２９年度に実施した市長による総合的な見直しの①～⑦の項目を踏まえた

現在の実施状況を記載しているものになります。 

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 

②継続的改善の機会に関する決定 

③資源を含む、本システムの変更の必要性に関する決定 

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 

⑤本来業務と本システムのさらなる統合の検討 

⑥リスク及び機会の見直しについて 

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 
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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 

  戸田市環境マネジメントシステム運用ガイド「以下「運用ガイド」と言う。」において、

本市のＥＭＳにおける課題は戸田市環境基本計画における課題と同じものを設定してお

ります。同計画の課題となっている地球温暖化、水辺・緑の保全、生態系への配慮など

は現在も課題としての認識に変わりはないことから、変更の必要性はないと考えます。 

  

（２）順守義務を含む、利害関係者のニーズ及び期待 

  市民の環境に対する意識については、地球温暖化、ごみ、河川などへの関心が依然と

して高く、現在設定しているものと同じであることから、変更の必要性はないと考えま

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。 

  その中で管理すべき取組を著しい環境側面として別添のとおり設定しており、環境配

慮の推進に寄与していることが確認できます。 

  

（４）リスク及び機会 

  リスク及び機会は、取組を進めることによって生じる影響のことで、本市では、「分野

１～３」、「順守義務」、「外部及び内部の課題、利害関係者のニーズ及び期待」に分類し、

運用ガイドにおいて設定しております。 

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を進めております。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しております。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なければならな

いものであり、各取組は、国・県の法令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「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 

全課が手順書に基づき抽出し、管理を行った取組事業は平成２９年度は８８事業、平

成３０年度は８７事業でした（別添資料１「平成２９年度年間及び平成３０年度上半期

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、平成２９年度の年

間評価については評価３が７３件、評価２が１２件、評価１が３件という結果で、平成

３０年度の上半期評価については、評価３が７０件、評価２が１３件、評価１が４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） 

本市では、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につ

いて、６頁の削減目標を基準としつつ、実状を考慮し、各年度の計画値を設定しました。 
平成２９年度年間及び平成３０年度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、７頁及び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 

 
 

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 

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） 

 

温室効果ガス排出量（市民 1人当たり） 

年度別削減目標 

 
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 

２０１４年度 

（平成２６年度）比 
２%削減 ３%削減 ４%削減 ５%削減 ６%削減 

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  

都市ガス使用量 

ＬＰガス使用量 

Ａ重油使用量 

-0.6%以下 -1.2%以下 -1.7%以下 -2.3%以下 -3.1%以下 灯油使用量 

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） 

温室効果ガス排出量（合計値）を次のとおりとします。 

［2014（平成 26）年度比］ 
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【平成２９年度年間使用量及び達成状況】 
 

【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年度年間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】項目ごとの使用量及び達成状況 

市庁舎及び出先機関 ①計画値 ②実績値 ①－② 

電気 kWh 6,253,723 6,439,291 -185,568 

都市ガス ｍ３ 101,615 103,601 -1,986 

LP ガス ㎏ 11,208 10,533 675 

Ａ重油 ℓ 14,600 15,000 -400 

灯油 ℓ 69,247 69,648 -401 

軽油 ℓ 20 18 2 

温室効果ガス排出量 t-CO2 2,766,525 2,839,156 -72,631 

水道 ｍ３ 74,069 71,666 2,403 

用紙印刷量 枚 6,682,936 6,851,855 -168,919 

車両燃料消費量     

ガソリン（※1） ℓ 23,328 22,001 1,327 

軽油（※2） ℓ 121 89 32 

走行距離（※3） km 231,735 186,615 45,120 

※1 緊急車両等（H29 年度実績 25,276ℓ ）を除く 
※2 緊急車両等（H29 年度実績 13,498ℓ ）を除く 
※3 緊急車両等（H29 年度実績 109,734km）を除く 

 
 

【参考：市庁舎のみ】項目ごとの使用量及び達成状況 

市庁舎のみ ①計画値 ②実績値 ①－② 

電気 kWh 967,150 1,018,822 -51,672 

都市ガス ｍ３ 8,000 10,089 -2,089 

LP ガス ㎏ - -  

Ａ重油 ℓ - -  

灯油 ℓ - -  

軽油 ℓ - -  

温室効果ガス排出量 t-CO2 373,191 396,719 -23,528 

水道 ｍ３ 6,450 6,716 -266 

用紙印刷量 枚 4,723,045  4,959,267 -236,222 

車両燃料消費量     

ガソリン ℓ 14,373 14,835 -462 

軽油 ℓ 121 89 32 

走行距離 km 152,534 123,310 29,224 
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●結果 

市庁舎及び出先機関の場合では、水道、車両燃料消費量及び走行距離については目

標値を達成することができましたが、温室効果ガス排出量及び用紙印刷量については

目標値を達成することができませんでした。 
市庁舎のみの場合では、車両燃料消費量軽油及び走行距離については、目標値を達

成することができましたが、温室効果ガス排出量、水道、用紙印刷量及び車両燃料消

費量ガソリンについては目標値を達成することができませんでした。 
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【平成３０年度上半期使用量及び達成状況】 
 

【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３０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】項目ごとの使用量及び達成状況 

市庁舎及び出先機関 ①計画値 ②実績値 ①－② 

電気 kWh 2,740,388 3,226,034 -485,646 

都市ガス ｍ３ 41,956 50,996 -9,040 

LP ガス ㎏ 5,170 4,402 768 

Ａ重油 ℓ 5,800 3,000 2,800 

灯油 ℓ 31,070 15,850 15,220 

軽油 ℓ 0 0 0 

温室効果ガス排出量 t-CO2 1,207,680 1,358,134 -150,454 

水道 ｍ３ 30,448 28,926 1,522 

用紙印刷量 枚 3,468,861 3,515,720 -46,859 

車両燃料消費量     

ガソリン（※1） ℓ 11,688 10,467 1,221 

軽油（※2） ℓ 61 87 -26 

走行距離（※3） km 121,099 89,855 31,244 

※1 緊急車両等（H30 年度上半期実績 12,307ℓ ）を除く 
※2 緊急車両等（H30 年度上半期実績 6,960ℓ ）を除く 
※3 緊急車両等（H30 年度上半期実績 53,639km）を除く 

 
 

【参考：市庁舎のみ】項目ごとの使用量及び達成状況 

市庁舎のみ ①計画値 ②実績値 ①－② 

電気 kWh 447,889 489,402 -41,513 

都市ガス ｍ３ 4,662 5,810 -1,148 

LP ガス ㎏ - - - 

Ａ重油 ℓ - - - 

灯油 ℓ - - - 

軽油 ℓ - - - 

温室効果ガス排出量 t-CO2 174,893 192,649 -17,756 

水道 ｍ３ 3,143 3,282 -139 

用紙印刷量 枚 2,515,510 2,567,479 -51,969 

車両燃料消費量     

ガソリン ℓ 7,511 6,999 512 

軽油 ℓ 61 87 -26 

走行距離 km 86,057 65,142 20,915 
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●結果 

市庁舎及び出先機関の場合では、水道、車両燃料消費量ガソリン及び走行距離につ

いては目標値を達成することができましたが、温室効果ガス排出量、用紙印刷量及び

車両燃料消費量軽油については目標値を達成することができませんでした。 
市庁舎のみの場合では、車両燃料消費量ガソリン及び走行距離については、目標値

を達成することができましたが、温室効果ガス排出量、水道、用紙印刷量及び車両燃

料消費量軽油については目標値を達成することができませんでした。 
 
 
 
（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。 
平成２９年度年間及び平成３０年度上半期ともに、資産経営室において、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 
  平成２９年度の年間では３件、平成３０年度の上半期では４件の不適合が発生し

ましたが、該当する所属において、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年度年間及び平成３０

年度上半期不適合一覧」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年度年間及

び平成３０年度上半期環境施策・事業一覧」参照）。 
 
  ②分野２について 
    平成２９年度年間においては３８課８２件が該当しました。 

主な未達成項目である温室効果ガスについては、施設の空調の使用頻度が高かっ

たことが原因として多く挙げられています。また、空調機器の不具合により効率が

悪い状態で運転されていたことも一部の施設において見られました。用紙印刷量に

ついては、業務拡大により通年的に増加しているものが多く見受けられました。 
    また、平成３０年度上半期においては、４３所属８０件が該当しました。 

主な未達成項目である温室効果ガス排出量については、夏季の猛暑による各施設 
の空調利用増加、用紙印刷量の未達成の原因としては平成２９年度と同様に各所属

における業務増加に伴うものが多く見受けられました。 
これらの不適合となった所属においては、次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 
    平成２９年度年間及び平成３０年度上半期において、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 

    平成２９年度年度年間及び平成３０年度上半期の各取組について、各手順書の様

式に基づき、それぞれ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年度年間及び平成３０年度上半期環境施策・事業一覧」のと

おりです。 
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（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、年度の当初に各所属が該当する環境関連

法令を特定し、平成２９年度の年間及び平成３０年度の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法令を順守し

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２９年度の年間及び平成３０年度の上半期の実施状況を対象

として実施しました。 
実施に当たっては、平成２９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、資産経営室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。 
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 

  実施期間：平成３０年１０月２９日から１１月１２日まで 
対象：本庁舎内１２部署、庁外施設８施設、環境管理責任者、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とともに、成果を上げられるよう工夫を行っているか

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事務改善などを行っているか

確認。 
 

●監査結果 
模範   ６件 
指摘   １件 
（別添資料３「平成３０年度 内部環境監査模範及び指摘事項」参照） 

 
  ●内部環境監査報告書 
   別添資料４「平成３０年度 内部環境監査報告書」のとおり 
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●今後の検討事項 
   監査の結果、対象となった被監査組織において、概ね適正にＥＭＳに沿った取組が

なされていることが確認できましたが、１件の指摘がありました。 
指摘内容はフロン法の対象となる第一種特定製品について、３ヶ月に１回以上の簡

易点検を実施していなかった施設があったというもので、今後、再発防止に努めてい

くことが重要です。 
   また、今回挙げられた模範の取組は、職員ポータル掲示板や研修などの機会を活用

し、他組織への水平展開を進めて必要があります。 
   内部環境監査は、監査員及び被監査組織それぞれにおいてＥＭＳの理解の向上が図

れるものであることから、監査員の資質向上を図りつつ、継続的に実施していくこと

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、適切に運用ができている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

が実行委員会を組織し、とだ環境フェアを開催しています。 
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、ＥＭＳの広報「環境は足

元から」を概ね月１回公開しています。 
 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２９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の

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、概ね月１回更新しています。 
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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、平成３０年度の上半期が終了した

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。 

ついては、十分な成果が出せるよう研修等での周知や環境推進員との調整を行い、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の業務改

善を推進するため、それぞれが精力的に取り組んで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、指摘事項が１件ありました（別添資料３「平

成３０年度 内部環境監査模範及び指摘事項」参照）。 
  今回指摘のあった環境関連法令や、平成２９年度から取り入れた成果の視点などを重

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や指摘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。 
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８ 定期／移行審査の実施状況 
 
（１）定期／移行審査結果の概要 

平成 29年度の定期／移行審査は、平成 30年１月 17日～１月 19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／移行審査報告書」

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、４点ありました。内容は以下のとおりです。 

 
＜共通の施策は組織全体のシステムとしての分析改善へ＞ 
①平成 29 年度上半期では、分野２の“用紙印刷量の削減”が目標未達となっており、 

16 課で不適合となっていました。市全体の目標達成に向けては、個別部門の対策の積 
み重ねでは難しい面もあり、用紙印刷量については、全組織の取り組みとして発生部 
署、発生時期、印刷内容等を分析・評価して全庁の業務システムの仕組みの改善に繋 
がる改善施策を検討していくと良いでしょう。 

 
＜継続的改善は、実証データの収集・分析・評価から＞ 
②人事課では、“ノー残業デーの推進”を目標に、毎月第 3 木曜日をノー残業デーとして 

着実に実施して、電気、空調等の地球温暖化の防止に寄与するとしていました。ただ、

活動実績とその成果の評価については、実際の残業時間の実態を分析評価し、業務の

仕組みの改善、効率化について実証的に確認できるようにして、省エネ、省資源に向

けた PDCA をより“見える化”しておくと良いでしょう。 
 
＜順守評価は具体的な要求事項の確認を着実に＞ 
③資産管理課（現：資産経営室）では、設備関連の適用法規制を“環境関連法令等特定”

に記載し、“環境関連法令等順守評価シート”で順守状況を確認して ISO 事務局に報

告していました。ただ、個々の適用法規制について要求事項を具体的に特定し、何を

もって順守確認しているかを着実に確認できるようにしておくと良いでしょう。 
 
＜環境影響の大きな事務事業は施策事業に取り込む＞ 
④道路河川課では、橋梁の長寿命化を目指し、“第 4 次総合振興計画”（平成 23 年）の 
一環として“戸田市橋梁長寿命化修繕計画”（平成 26 年 3 月）を策定していました。 
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橋梁の長寿命化は環境負荷低減に多いに寄与する施策事業でもあり、分野１の施策事 
業に取り上げて継続的改善活として展開することが望まれます。  

 
 
（２）改善の機会に基づく改善状況 

①発生部署、発生時期、印刷内容等を分析・評価を各帳票による管理で実施したものを 
ＩＳＯ事務局にて取りまとめており、用紙の増加している原因の分析を行っています。 
そして、全組織を対象とした環境推進員研修において、業務改善による用紙削減を呼 
び掛けております。 
また、内部環境監査などの研修においてもＰＣ持参による用紙削減を図る取組を始め 
ており、今後、全庁的な取組として水平展開できるよう検討しているところです。 

 
②ノー残業デーの実施は重要なことと認識しており、実績としてどの位ノー残業デーが

実施されたかを測る指標はないが、ＩＳＯの観点とは別に労務管理の観点から「超勤

時間の見える化」という取組みを平成２８年度から実施しております。その結果、職

員全体の超過勤務時間数は削減されています。 
 
③資産経営室では、現在、環境関連法令等順守評価シートの作成に当たり、適用法規制 
の要求事項を特定している環境関連法令等特定表を基に、関係法令の順守事項や法改

正の有無などを確認するようにしています。 
 
④橋梁の長寿命化を分野１として管理していくことについては、施策事業が切り替わる 
平成３１年度の時点で検討していくが、現在においても課内の重要業務として、橋梁

の長寿命化に継続的に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、基本的には継続して本

システムを運用していくこととするが、費用等を考慮し、より良いシステムの在り方

を検討すること。 
 
（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、成果目標なども各取組に落とし込みが行われており、順調に進行している

ので継続的に取り組んでいくとともに、十分な成果が出せるよう、積極的に取り組む

こと。 
 
●分野２ 

温室効果ガスについては、目標値を達成できていないことから、公共施設に関する

改修計画（修繕含む。）の中で、再生可能エネルギー機器や省エネルギー機器などの環

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、健康

への影響を考慮しつつ、適切な温度設定とすること。 
用紙印刷量についても目標値を達成していないことから、事務改善による削減など

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、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、各所属が環境関連法令を順守しているか、また、各取組

が本システムに基づき実施できているかなどを適切に監査できるよう、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 

   本システムについては、有効に機能していると考えることから、基本的な仕組みに

ついては継続していくべきと考えるが、運用していく上で不要な部分がないかなどに

ついて検討していくこと。 
 
（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 

   各所属の取組において環境目標を未達成の場合には、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。 
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（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。本来業務との更なる統合については、分野１の取組を再設定する際により良い取

組が挙げられるか検討していく。 
 
（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の内容で問題ないものと考える

が、本システムにおいて改めて設定する必要があるか否かについても今後検討するこ

と。 
 
（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 

本市のＥＭＳは、環境分野の指針となる環境基本計画や地球温暖化対策実行計画の

推進に寄与しているものであることから、市の目指すまちづくりの方向性と整合がと

れていると考える。 
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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】

評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容 取組指標取組内容

2 経営企画課
会議等における予備
資料準備数の削減

●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
事前配布がルールとなっており、会議当日は各委
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。

物品等

1 庶務課

●前年度の会議運営実績に基づき、
ルールを見直す。

●ルールに基づき、会議資料を準備す
る

【目標】ルールに基づき資料を準備した
会議の開催率１００％

上半期

3

年間

3

印刷丁合機による印
刷の削減

印刷丁合機の印刷を削減し、紙の使用量やトナー
消費の削減を行う。

物品等
資金

3 人事課
ノーネクタイ・ノー上
着の実施

●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
ことにより、全職員の実施及び来庁市民の協力理
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。

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
ら、基本的には前年度の取組内容を維
持していくとともに、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。

ノーネクタイまたはノー上着の実施職員
の割合（100%）

上半期

3

年間

3

4 人事課 ノー残業デーの推進

●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
関係等の抑制により、地球温暖化防止に貢献す
る。

人材

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
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。

ノー残業デーの回数（14回）及び実施回
数

上半期

3

年間

3

上半期

3

年間

3

平成２７年度と比較し、年間の印刷部数
を約４％削減する。

目標部数（1,785,261枚）
【参考】平成２７年度の印刷部数
（1,859,647枚）

年間

実績 分析

　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、印刷部数の確認を実
施した。また印刷部数が
増加していることから、印
刷部数の精査について、
説明会や通知等で啓発
を行った。

　全体としては、目標値に対して２３，９１
７枚の削減ができ平成２７年度比約５％
の削減ができた。ただし下半期について
は、昨年度の同時期と比較し約２５万枚
増加し、目標値を上回ってしまった。この
ため印刷丁合機の利用状況等について
分析するとともに、必要最小限の印刷に
努めてもらうよう更なる啓発をする必要が
ある。
（平成２９年度４月～３月）１，７６１，３４４
枚　　　　　　　　　【参考】（平成２８年度４
月～３月）１，５９４，３９８枚

●ルールに基づいた会
議開催　実施率　１００％
　※ルールに基づく会議
開催数　40件／経営企
画課が事務局として開催
した会議数　40件
　※会議内訳：庁議16
回、行政改革推進本部会
議2回、行政経営研修会
4回、外部評価委員会5
回、総合振興計画策定委
員会2回、番号制度推進
本部会議1回、事務改善
委員会7回、まち・ひと・し
ごと創生本部本部会議1
回、まち・ひと・しごと創生
総合戦略効果検証会議1
回、地域情報化推進連絡
会議1回

課内ルール「予備資料は原則５部以下」
に基づき、年間を通して会議運営を行っ
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、取組指標を達成することができ
た。

目視による確認ではある
が、ほぼ１００％実施して
いることが確認できた。

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。

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、１１
月２２日（水）に埼玉県の
実施するイベントと、それ
ぞれタイアップでノー残業
デーを実施した。

４～３月で全１５回の全庁的なノー残業
デーを周知している。当初の計画よりも１
回多くノー残業デーを実施することができ
た。



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】

評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容 取組指標取組内容

年間

実績 分析

上半期

2

年間

2

5 人事課
研修受講報告書の
電子化

●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。

人材

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
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。

6 財政課
業務マニュアル作成
等による業務改善

●業務マニュアルを作成することにより、業務の効
率化を図る。
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。

物品等

研修受講報告書提出おける電子化率
（80％）

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。
また、作成した業務マニュアルについて
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
し数　４つ（３ヶ月に１つ）

上半期

3

年間

3

7 資産管理課
低排出ガス及び電
動アシスト自転車の
導入促進

●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

・今後導入する車両について、より低減レベルの
高い低排出ガス車の導入を推進し、既存の車両に
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

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
る導入を検討する。さらに、電動アシスト
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。

・低排出ガス車　５台導入
・電動アシスト自転車　１台導入

上半期

3

年間

3

8 資産管理課 建築営繕事務

●公共施設への新エネルギーの率先導入

・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

物品等
省エネルギー設備及び新エネルギー設
備の導入

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％

上半期

3

年間

3

9 入札検査課
工事検査業務にお
ける公用車利用の
削減

●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。

その他（自
転車等の
二酸化炭

素を排出し
ない乗り

物）

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
車の相乗りを行なうことで、公用車での
移動を減らす。

対象圏内件数の実施割合（７５％）

上半期

3

年間

3

電子での提出率は、年間
を通して約６０％となっ
た。

研修のオリエンテーション時に、研修受講
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。
多くの職員は電子での提出となったが、
経験を積んだ職員からの紙提出が散見さ
れた。これは、以前からの紙提出が習慣
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。

業務マニュアルの作成、
整理及び見直しについて
は、下半期に予定してい
た２つについて実施し、
年間では４つについて実
施できた。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。

各業務の実施時期に合わせてマニュア
ルの作成等を行っていたことにより、計画
的に取り組むことができたと考えられる。

・低排出ガス車　９台導
入
・電動アシスト自転車　２
台導入

・リース替え車両について、全車種で低
排出ガス車とすることができた。
・電動アシスト自転車を見積合せにより２
台導入することができ、職員の利用状況
も増えていること、乗用車タイプの公用車
が減っていることから、用途に応じた公用
車、自転車の選択により、環境配慮への
効果が出ていると考える。

　省エネルギー設備の導
入を予定している４件の
うち４件すべて実施済
み。

　「議場天井裏アスベスト
除去工事及び天井改修
工事」
　「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、ＬＥＤ
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、施工も完了
した。

年間１ｋm圏内検査件数
：２１件
年間取組実施件数
：１８件

年間の実施割合が８５％と年間目標を達
成できた。翌年度も、引き続き公用車の
利用を減らしていくよう意欲的に取り組ん
でいきたい。
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【本庁舎】

評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容 取組指標取組内容

年間

実績 分析

10 税務課
課税業務における簡
略化及び資源削減

●課税業務における簡略化及び資源削減 物品等 課税業務における簡略化及び資源削減
課税資料等を2in1印刷とし、ステープル
が必要なものは可能な限り、芯なしのス
テープラを使用する。

上半期

3

年間

3

11 収納推進課 市税等収納事業
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。

人材
納税コールセンターへの架電指示
納期や督促状の発送、滞納処分の段階
に合わせて架電リストを作成

市税等滞納者への電話による納付案内
の件数
26,400件（年間）

上半期

3

年間

3

　年間の電話案内による
納付案内の件数は４０，
８０７件となり、環境配慮
取組目標の２６，４００件
を達成し、多数の納付案
内ができた。

　督促後にすみやかに架電することによ
り、納付の促進につながった。特に、現年
度の未納者へ重点的に架電することによ
り、早期の未納解決につなげ、長期の未
納へ移行することを防ぎ、催告書の用紙
の印刷枚数削減へとつながる。

12 市民課

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

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。

物品等

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
を図るため、マイナンバー（個人番号）
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。

マイナンバー（個人番号）カードの交付
枚数（総数）16，000枚

上半期

3

年間

3

13 協働推進課
ボランティア・市民活
動支援センター運営
事業

●ボランティア・市民活動支援センター運営事業

・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、インターネットの双方向性を利用した
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。

物品等
人材

指定管理者と連携し、利用促進と充実を
図る。

支援センターホームページで、環境に関
する特集記事を年度内に2回掲載する。

上半期

3

年間

3

14 協働推進課 地域通貨運用事業

●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。

物品等
人材
資金

環境保全を目的とした催し等のイベント
において、地域通貨を活用した会場清
掃ボランティアの実施について、関係各
課や市民活動団体等と連携を図り、地
域通貨の利用機会の増大に努める。

地域通貨を活用した清掃ボランティアを
年度内に2回実施

上半期

3

年間

3

15 協働推進課
市民活動サポート補
助金事業

●市民活動サポート補助金事業

・市民活動団体が行う社会貢献事業やNPO法人に
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。

人材
資金

市民活動団体が行う環境保全を含む公
益性のある事業や、公益の増進に資す
る団体であるNPO法人に対して補助金
が交付されるように努める。
また、補助金制度の周知啓発に努める
とともに、より適切な支援が行える体制
づくりを進める。

市民活動団体が行う環境保全に関する
事業、もしくは環境保全事業を行うNPO
法人に対して補助金が1件以上交付さ
れるように努める。

上半期

3

年間

3

市民活動サポート補助金
事業において、市民活動
団体が行う環境保全に関
する事業に対し、年間を
通して１件の交付を行っ
た。
【交付事業】
①市役所南通りの景観と
文化を育む意識の啓発
事業（団体名：市役所南
通りの景観と文化を育む
会）

補助金交付を決定した事業に対して、資
金面での支援に加えて、事業周知などに
も協力することで、補助金事業の効果向
上につなげることができた。

課税業務における簡略
化及び資源削減
10月：209枚
11月：285枚
12月：293枚
  1月：387枚
  2月：246枚
  3月：289枚

下半期においては、複合機の前に２in１を
促す張り紙や電子回覧により芯なしス
テープラの使用の周知をした結果、すべ
ての月で目標を大きく上回る実績を達成
することができた。

マイナンバー（個人番号）
カードの交付枚数（総数）
17,068枚（3月末時点）

マイナンバー（個人番号）カードの交付に
ついて、広報への掲載やキャンペーン等
を実施した結果、取組指標を上回る枚数
を達成した。

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3回掲載した。
【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
10月　トレイルランニング
大会と自然保護

年間目標を達成することができた。
また、特集記事以外にも、環境関連活動
団体や環境イベント紹介記事等を掲載し
た。
今後も、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。

下半期に事業の実施は
なかったが、年度指標で
ある２回の実施はでき
た。
また、指標外ではあるが
環境に配慮する取り組み
として、前年度に引き続
き「使用済インクカート
リッジ交換事業」を実施
し、２８店舗で８，８７１個
（平成３０年１月末現在）
を回収した。回収個数は
平成２８年度（平成２９年
１月末）に比べ５８３個増
加した。

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、今後も継続的に
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。



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】

評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容 取組指標取組内容

年間

実績 分析

16
防犯くらし交
通課

コミュニティバス運行
事業

●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

物品等
人材
資金

コミュニティバス「toco」について、利用し
やすい環境づくりや安定した運行を実施
し、年間利用者数の増加に繋げていく。

年間乗車人員３４９，３００人
（喜沢・川岸循環１７２，６００人、西循環
７５，４００人、南西循環６０，７００人、美
笹循環４０，６００人）

上半期

3

年間

3

17
防犯くらし交
通課

自転車対策事業

●放置自転車対策

・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

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

上半期

3

年間

3

18
防犯くらし交
通課

保養所管理運営事
業

●健康づくり体制の促進

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

物品等
人材
資金

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

アンケートの回収により、利用者の意見
を吸収し、サービスの向上に努める。

利用者数　9900人

利用者アンケート回収数　370件

上半期

3

年間

3

19
文化スポーツ
課

スポーツセンター大
規模改修事業

スポーツセンター屋内プール新築工事に伴い、省
エネなどの環境配慮を実施する。

物品等
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。

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システム事業
経済政策課に係る情報発信やアンケートをメール
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

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
により、紙資源の節約や事務作業の簡
略化を目指す。

メールマガジン登録者数200者

上半期

3

年間

3

3

年間

3

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
討する。

仕様の有無

仕様の有無

20
文化スポーツ
課

文化会館大規模改
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

上半期

3

上半期

年間

3

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
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、
省エネ機器の導入につい
て基本設計書に反映し
た。

限られた予算の中で、LEDや空調機等の
省エネ機器の導入について検討し、工事
内容においてその内容を反映してきてい
る。
来年度は実施設計となるので、引き続
き、施設の省エネ化について検討してい
きたい。

乗車人員（年間）３７７，１
１４人
（喜沢・川岸循環１７７，４
８９人、西循環８８，９６７
人、南西循環６５，４５９
人、美笹循環４５，１９９
人）

平成２９年度の年間乗車人員は３７７，１
１４人となり、全ての路線において、年間
目標値を上回った。達成理由としては、ノ
ンステップバスの積極的な導入や、市民
の意見を取り入れた路線変更・バス停の
移動など、利用する側の立場に立った事
業実施の成果と考えられる。

指導台数（４～３月）４，７
６０台
撤去台数（４～３月）１，６
１７台
未納料金駐車自転車撤
去(４～３月)３駅合計台
数６２台

年間の指導台数は目標の約５０％、年間
撤去台数は目標の約８１％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３１％と、いずれも年間目標
の数値を下回っている。撤去台数全体と
しては昨年度より２３２台増加したが、撤
去台数のうち夜間撤去の台数が５２６台
となっており、日中の撤去台数について
は、昨年度より２９４台の減少となってい
る。また、自転車駐車場内の未納料金駐
車も昨年度より減少しており、３駅周辺を
中心に、概ね良好な都市環境を維持でき
たといえる。

利用者数　10,291人
利用者アンケート回収数
911件

　利用者数及びアンケート回収数につい
て、共に年間目標値を達成することがで
きた。
　特にアンケート回収数については、現場
での呼びかけを徹底したことにより大幅
に目標値を超える回収数となり、今後の
サービス向上に活用する。

メールマガジンの登録者
数２３０者

商工業団体等に対し積極的に働きかけを
行ったことにより、指標を達成した。引き
続き事業を実施していく。
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22 経済政策課 農政対策事業 子どもの農業体験事業
その他
（場所）

「土に親しむ広場」のうち4区画を教育セ
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
た、保育園や学童保育、社会福祉法人
に貸し、園児、児童、生徒等の農業体験
の場とする。
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。

土に親しむ広場区画の貸出5団体9区画
じゃがいも堀体験　5保育園

上半期

3

年間

3

23 環境課
生ごみ堆肥化推進
事業

生ごみ堆肥化推進事業

・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

3

年間

3

24 環境課
環境配慮型システム
及び電気自動車等
普及促進事業

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

物品等
資金

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
動車等導入費補助金制度を実施する。

補助件数：１００件

上半期

3

年間

3

補助件数：１２０件
広報、町会回覧及びHPで周知活動を行
うとともに、補助対象を一部拡大したこと
で、年間目標を達成することができた。

25 環境課 クールシェア事業

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。

物品等
人材

クールシェア実行委員会や各所属との
調整を行い、クールシェアを市域で実施
することで、CO2の削減を図る。

クールシェア賛同店舗及び施設数（５０
店舗）

上半期

3

年間

3

26 環境課
環境ネットワーク事
業

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
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
ける市民への意識調査を実施し、市民
の意識把握を行う。

環境出前講座の実施件数：　4回
市民意識調査アンケート実施：1回

上半期

2

年間

3

27 環境課 リサイクル推進事業

不用品の登録、紹介事業

・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

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
る

譲渡成立件数　４０件

上半期

3

年間

3

28 環境課 リサイクル推進事業

家庭ごみ収集事業

・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。

人材
資金

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、
排出される廃棄物の量を抑制する。ま
た、適切な分別により資源ごみの適正
化を促す。

市民一人当たりのごみ排出量　331kg/
年
資源ごみの回収量  3,778,000kg

上半期

2

年間

3

市民一人当たりのごみ排
出量　329.9kg/年
資源ごみの回収量
3,513,750kg

市民一人当たりのごみの排出量は目標
を達成した。
資源ごみ回収量は目標を達成した。市内
にごみの分別パンフレットを配布し、市民
が分別に協力しているため。

土に親しむ広場区画の
貸出5団体9区画
じゃがいも堀り体験　8保
育園

各団体と調整を図り、指標を達成した。引
き続き事業を実施していく。

生ごみ堆肥の製造量：
16610kg

生ごみ堆肥の製造が家庭に普及したた
め、29年度目標を大きく上回った。

クールシェア賛同店舗及
び施設数：69店舗

上半期分析欄に記載のとおり、クール
シェア実行委員会での検討、埼玉県との
調整や、クールシェア拠点での啓発品の
配布、商店会連合会での呼びかけ、HPで
の周知などにより、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。

環境出前講座の実施件
数：３回
市民意識調査アンケート
実施：１回

環境出前講座については、小学校への
周知によって、下半期にも１回の実施が
あり、年間で３回、実施することができ
た。
また、雨天によって開催が危ぶまれた
が、商工会や幹事と連絡を密に取って環
境フェアを開催することができ、これに伴
い、市民意識調査アンケートを実施する
ことができた。

年間譲渡成立件数：５１
件

毎月１回広報で譲ってほしい物・譲れる
物の記事を掲載し、市民に広く周知して
譲渡の成立につなげている。
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29 環境課 環境質調査事業 各種公害の調査業務
物品等
資金

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、
悪臭等の苦情について早期対応を行
う。

目標実施率１００％

上半期

3

年間

3

30 環境課 常時監視測定事業 常時監視測定事業における測定の実施
物品等
資金

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、
道路交通騒音についても常時監視測定
を実施する。

目標実施率１００％

上半期

3

年間

3

31 環境課
生ごみ処理機購入
費補助事業

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
生ごみを自家処理とすることによる廃棄
物の減量

生ごみ肥料化容器　　　 　５基
電気式生ごみ処理機　　１０台

上半期

2

年間

1

32 環境課 放射線測定事業 空間放射線量及び土壌放射性物質の測定
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
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。

目標実施率１００％

上半期

3

年間

3

空間放射線量調査
３箇所×１２回
土壌放射線性物質調査
２箇所×４回

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。

33 みどり公園課
緑化推進事業（グ
リーンウェイブ等苗
木配布）

●とだグリーンウェイブに係る植樹団体への苗木
配布

●市民への秋の苗木の無料配布

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や秋の苗木の無料
配布に係るパネル展示や広報掲載等に
よる普及啓発

とだグリーンウェイブに係る苗木配布件
数　9件

上半期

3

年間

3

34 みどり公園課
水と緑のネットワー
ク推進事業（戸田ヶ
原自然再生事業）

●戸田ヶ原自然再生事業 人材

戸田ヶ原自然再生事業実施計画追補版
に沿って、事業を実施する。
戸田ヶ原自然再生エリア第1号地や湿地
再生区域Ｆにおいて、市民・企業などと
ともに保全管理作業を行い、維持管理
する。
戸田ヶ原サポーターと連携した事業の
展開

市民参加イベント回数　3回

戸田ヶ原サポーター新規登録人数　2人

上半期

3

年間

3

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
8箇所×2回、5箇所×1
回
公害苦情件数　57件

各調査とも滞りなく実施できた。

市内４測定局において、
大気環境の各項目
（SO2、NO2、SPM、Oｘ）
及び騒音の常時監視測
定を実施した。

市内４測定局において、滞りなく常時監
視測定を実施することができた。

コンポスト型容器
１基
電気式生ごみ処理機
５台

生ごみ肥料化容器は、実績が１基のみで
あった。必要な家庭はすでに購入してい
る、廉価なものがある等の理由により目
標を大きく下回る結果となった。
電気式生ごみ処理機は、実績が５台で
あった。必要な家庭はすでに購入してい
ることなどが考えられる。

とだグリーンウェイブに係
る苗木配布件数は、年間
では16件94本となった。
秋の苗木の無料配布に
ついては、イチジク・オオ
デマリを258本ずつ配布
した。
苗木配布に係る普及啓
発については、パネル展
示や広報掲載、チラシの
配布などを実施した。

とだグリーンウェイブについては、平成25
年度から事業を開始し、制度周知も進ん
だため、申請件数が増えているものと考
える。
秋の苗木無料配布については、今後は
規模を縮小し、とだグリーンウェイブに移
行していく可能性がある。
苗木無料配布に係る普及啓発について
は、例年どおりの方法により実施してい
る。

市民参加イベントについ
ては、上半期のさくらそう
祭りと戸田ヶ原ガイド講
習会に加え、サクラソウ
株分け、ポット苗づくり、
植え付けイベントを実施
し、年間では計5回のイベ
ントを開催した。
戸田ヶ原サポーターにつ
いては、年間では16名の
新規登録に加え、団体と
して埼玉県電気工事工業
組合の登録があった。

市民参加イベントについては、戸田ヶ原
自然再生事業の普及・啓発のため、計画
値を超える実施回数となった。
戸田ヶ原サポーターについては、イベント
開催の度に登録者数が増えている。その
ため、今後イベントの参加人数が増えて
いくことで、登録者数も増加すると見込ま
れる。
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35 みどり公園課
公園諸施設工事の
設計・監督事業

●公園諸施設工事の設計

●公園諸施設工事の監督
資金

整備計画の策定

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　　4件
（仮称）荒川水循環センター上部利用計
画事業　1件

上半期

3

年間

2

36 みどり公園課
水と緑のネットワー
ク推進事業（緑の外
環道事業等）

●緑の外環道事業

●その他、水と緑のネットワーク形成プロジェクト
の推進

人材
資金

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

各種緑化推進にかかる補助金制度の普
及啓発

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
環境月間記念植樹などによる苗木の植
樹
水と緑のネットワーク形成プロジェクトの
普及啓発

緑の外環道事業での壁面緑化の延長
120ｍ

苗木の植樹回数　1回

上半期

3

年間

3

補助件数130件

上半期

3

38 福祉総務課
上戸田地域交流セ
ンター管理運営事業

上戸田地域交流センターの管理運営
物品等
人材

37 みどり公園課
緑化推進事業（緑化
推進に関する補助
金）

●生け垣等設置奨励補助金

●屋上等緑化奨励補助金

●保存樹木指定補助金

資金
年間

2

口座支給率81％

上半期

3

年間

3

花壇の草花を前年比で10鉢(球)増や
す。

上半期

3

年間

3

39 生活支援課
生活保護費支給事
業

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。

物品等

３月末時点で、総世帯数
1,834世帯に対し、口座支
給世帯は1,575世帯と
なっており口座支給率は
85.88％となった。

職員へ取り組み内容を周知徹底したこと
により、口座支給率が上昇した。

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
の変更を働きかけ、口座支給率を上げ
る。

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
募り、施設を取り囲む植栽帯（花壇）に
植え付けを行う。

公園施設整備・改修：3件
（（仮称）1号公園、彩湖・
道満グリーンパーク、喜
沢南1丁目児童遊園地）
の工事が完了した。
1件（北部公園）について
は、繰越となったため未
実施
（仮称）荒川水循環セン
ター上部利用計画事業：
2件の工事が完了した。

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こと
ができた。発生土については、現場内の
再利用を行った。

緑の外環道事業での壁
面緑化の延長は124ｍで
実施した。
苗木の植樹回数につい
ては、1回実施した。
水と緑のネットワーク形
成プロジェクトの普及啓
発については、緑の外環
道事業の実施を企業や
学校との協働とすること
で実施した。

緑の外環道事業、環境月間記念植樹とも
におおむね計画どおりの実施となった。
水と緑のネットワーク形成プロジェクトの
普及啓発も兼ねたみどりの外環道事業
は、昨年からの2か年事業としての実施
だったため、今後は他の事業とも関連付
けて実施していく。

補助件数については、生
垣等の設置3件、保存樹
木124件となり、計127件
となった。
各種緑化推進にかかる
補助金制度の普及啓発
については、広報やチラ
シの町会回覧により実施
した。

結果として目標値に近い補助件数となっ
たが、保存樹木については老木化や開
発が増えていることから、今後伐採等に
よる補助件数の減少が懸念される。
各種緑化推進にかかる補助金制度の普
及啓発については、例年どおりの方法に
より実施した。

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、年間を
通して、施設を取り囲む
植栽帯（花壇）に花苗等
を植え付けました。施設
利用者や花壇脇を通行
する歩行者が季節ごとの
花を楽しめるよう、植え付
ける草花も工夫し、下半
期はヒガンバナ、、マリー
ゴールド、ヴィオラ、パン
ジー、ヤグルマソウ、春
蘭など季節の花やナンテ
ン、ユキヤナギ、イチジ
ク、アジサイなど花木を
15種197鉢（株）を植え付
けました。（上半期145
鉢。年間合計342鉢。）

１年間を通して、園芸ボランティアを中心
に花苗の植え付けや花壇への水やり、手
入れを行ない、緑豊かな環境を保持して
います。今年度は３４２株（鉢）を植付け、
前年３３０株の１０株（鉢）増の年間目標も
達成した。次年度以降も継続して目標達
成に取り組んでいきたい。
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3

年間

3

44 保育幼稚園課
保育料徴収強化事
業

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。

物品等
平成２８年度で検討した奨励方法を実施
する。

平成２８年３月時点での口座振替件数
は１，６５５件であり、１年間で約３パーセ
ントにあたる５０件の増加を目標とする。

物品等
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
印刷による運用を開始する。

紙の使用量を前年比500枚減とする。

上半期

3

年間

3

上半期

43 こども家庭課
児童手当支給事業・
こども医療費助成事
業

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
内を行うチラシについて、これまでＡ４片面印刷
だったものの内容修正を行い各制度Ａ５片面の両
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。

障害福祉課
指定管理者施設に
おける環境配慮

指定管理者施設における環境配慮 物品等

・指定管理者施設の施設管理において
節電・省エネに努める。
・修繕、物品交換等の際に環境に配慮し
たものに取り換える。

3

年間

上半期障害福祉課所管の４つの
指定管理者施設に対して
環境への配慮について
の呼びかけを行った。
四半期ごとのモニタリン
グや報告書により、修繕
や物品交換等の際に環
境に配慮したものを選定
したことを確認した。

各指定管理施設への呼びかけを効果的
に実施できたことで、目標を達成できた。

3

41 長寿介護課
イベントにおける資
源の削減事業

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。

物品等
人材

40

上半期

3

年間

3

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。

口座振替加入率の目標を２７．５％にす
る。42 保険年金課

国民年金諸届受付
事業

●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。

物品等

①記念品：廃止
　紙袋　　：１，０００枚→５
０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
※上記の事業が上半期
に行われているため、左
記の実績内容と変更な
し。

①紙袋削減枚数　　１００枚
②自家用車の駐車台数　９０台以下

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
発注を業者に委託して、紙や資源の削
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。

障害福祉課所管の４つの指定管理者施
設に対して、環境に配慮についての呼
びかけを行う。四半期ごとの報告書によ
り確認する。

上半期

3

年間

2

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30年3月分までの実
績が判明しており、口座
振替加入率は25.2%で
あった。9月分の22.9%と
比較すると、2.3%の伸び
である。年間目標値27.5%
には届かないが、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2とな
る。

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・市のホーム
ページ記載の見直し等で周知を行った結
果、口座振替加入率の伸びに結びつい
ている。

Ａ５両面での印刷を実施
し、年間で用紙使用量を
１５００枚削減した。

これまでの記載内容について、制度の改
正による必要な修正を行いＡ５両面での
印刷を実施し、Ａ４片面で印刷した場合と
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。

平成３０年３月時点で１９
８３件であり、１年間の目
標を超え、約５パーセント
にあたる９２件の増を達
成した。

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点が目標を超える増加の理由と考
えられる。
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協定に係る建築等を行う際の届出に対
して緑化率の確保を求めるとともに、当
該内容を窓口・ホームページから広く周
知する。

新曽中央地区地区まちづくり協定で定
める緑化率への適合率を１００％とす
る。

上半期

3

年間

3

・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

上半期

3

年間

3

49
まちづくり推進
課

新曽中央地区都市
整備事業

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。

人材

48 都市計画課 生産緑地地区事業
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。

人材 ・パトロール：年２回以上

2

年間

2

3

年間

3

上半期

46 児童青少年課
児童センター子育て
支援事業

児童センターにおける不用品交換事業
物品等
人材

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
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。

上半期

47 都市計画課 景観形成推進事業 ・戸田市都市景観条例に基づく三軒協定の推進 資金
・三軒協定のPR紙を配布する。
・個別に訪問を実施する。

3

年間

45 児童青少年課
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

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
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。

年２回

3

上半期

・PR紙配布、年１回以上
・個別訪問、年１回以上

年間利用件数　７００件（人）

七夕、クリスマスのイベン
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：２回（七夕、ク
リスマスのイベント時）

七夕、クリスマスのイベントにおいて、牛
乳パック等の再利用品を使用した工作を
当初の計画通り実施し、子ども達の環境
意識を啓発することが出来た。
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、エコ意識の向上を図っていく。

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、各家庭にある不用
品を有効利用した。

こどもの国：７９件（３回実
施）
プリムローズ：３４４件（常
時実施）

こどもの国については、昨年度から始め
た取り組みであるが、着実に件数を伸ば
している。
プリムローズについては、常時実施という
ことで、こどもの国よりも実績が高く、件数
を伸ばしている。
今後とも引き続き事業を周知し、利用件
数を増加させていきたい。

・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）
・個別訪問による三軒協
定のPR紙の配布及び普
及促進を行った（２月１
日）。

・三軒協定PR紙配布については、計画ど
おり実施した。
・個別訪問による三軒協定の普及促進に
ついては、計画どおり実施し、三軒協定
を1地区認定した。

・パトロールを２回(8/15、
16・3/7)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：８
月実施の際は、96パーセ
ント、３月実施の際は100
パーセント

・パトロールについては、計画どおり実施
した。
・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、適正に
管理されていなかった１地区についても、
概ね適正管理となった。
・主たる従事者の故障により、生産緑地
地区1地区を廃止とした。

新曽中央地区地区まち
づくり協定
平成２９年度における届
出件数３６件
うち緑化率適合件数３６
件
取組達成率１００％

昨年度から緑化率への適合率は、１０
０％を維持できており、丁寧な説明と粘り
強い交渉の成果といえる。
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改修率（％）

上半期

3

年間

3

52 教育総務課
小・中学校設備の省
エネルギー化事業

小・中学校設備の省エネルギー化事業 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
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。

住宅の耐震に関する知識及び本市の既
存住宅耐震診断・改修補助制度につい
て、出前講座・広報・ホームページ等か
ら広く周知し、当該制度の活用を促進す
る。

本市住宅耐震診断・改修補助制度利用
申請数を年間２戸とする。

上半期

1

年間

1

上半期

3

年間

50
まちづくり推進
課

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

人材

整備延長　Ｌ＝９８０ｍ

3

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 物品等 自転車通行空間整備

自転車通行空間ついて
は、工事を発注し、整備
延長９８０ｍが計画通り
完了している。

設計どおりに工事が進み、現場に問題が
ないことを確認しており整備が完了してい
る。

53 学務課
ごみの発生抑制とリ
サイクルの推進

学校への情報伝達方法の改善 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。
電子データにて周知する際には、鑑文
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。

紙の使用量の削減、印刷コスト、作業
量、業務負担の軽減（32件）

上半期

2

年間

2

54 教育政策室
学校指導及びシステ
ムの確立

●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、
伝えてくために、戸田市環境マネジメントシステム
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。

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
活動の推進に努める。また、環境に対す
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。

上記取組をホームページで公表し、環
境への意識を啓発する。

上半期

3

年間

3

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３
５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。

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
実施し、老朽化した照明
器具をLEDに交換した。
改修率100％を達成し
た。

予定通り工事を進め、省エネタイプの機
器を導入することができた。

【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、紙から電
子に変えた件数】
35件

当課での文書保存や学校への資料送付
について、できる限り電子行うことで、当
課での紙の使用量、印刷量が減ってい
る。これは、分野２の達成状況を見ても明
らかである。また、電子データでの情報提
供の際、概要を併記することで学校側の
業務負担軽減にもつながっていると考え
られる。

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
活動の推進に努めた。ま
た、環境に対する意識を
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
した。

市内の小・中学校全18校が、学校版環境
ＩＳＯの認定校として、積極的に取り組ん
だことにより、30年3月に学校版環境ＩＳＯ
の認定が更新された。



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】

評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容 取組指標取組内容

年間

実績 分析

年間

2

平成23年度から平成28年度の記録につ
いて電子データ化し、ホームページ上で
公開する。

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。

物品等
人材

冊子にされていない過去の選挙記録を
電子データ化する。 年間

1

事業開始予定時期を平成２９年度とし、
各議員に説明し、理解を得られる体制と
なるよう、文書配付についての要領を定
め、９月定例会前の運用開始を目指し
て、準備を進める。

議員宛て文書の配付方法を変更するこ
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。

上半期

2

上半期

2

59 議会事務局
議員宛て文書配付
の効率化

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。

物品等

60
行政委員会事
務局

「選挙の記録」の電
子データ化

55 生涯学習課
講座申込フォームの
活用

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

物品等
　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。

　講座申込フォームからの申込みを全
体の5％

上半期

3

年間

3

56 政策秘書室 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

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
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。

年間10件

上半期

3

年間

3

財務会計システムの移行期に合わせ、
新たな方式の運用を開始する（7月頃）

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る。また、
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。

58 会計課
「収入調定書兼収入
命令書」業務の改善

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

物品等

賞味期限間近の防災備蓄食料の配布
量

上半期

3

年間

3

・起票後システムに反映されるまでの短
縮日数(最長31日以内の反映)

・収入調定事務の処理時間を削減（1年
間の時間を70％削減）

上半期

3

年間

3

57
危機管理防災
課

防災備蓄品の廃棄
物減少

●防災備蓄食料品の廃棄物減少

・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。

物品等
人材

　講座申込フォームから
の申込みは全体の約
18％であった。

広報誌で申込フォームを案内したり、ＳＮ
Ｓでの周知を積極的に行ったことが達成
要因であると考える。

「広報戸田市」10月1日号
～3月15日号：18件(情報
ガイド16件、特集2件)
「tocoぷり」+SNS
（facebookなど）：17件

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。年間を通じて
環境関連の記事を広く市民に発信・周知
した。

缶入りｿﾌﾄﾊﾟﾝ及びわか
めご飯、それぞれ4470個
を防災訓練に合わせて
自主防災会へ配布。

防災訓練参加者への啓発を、賞味期限
が迫った防災備蓄食料で行う事ができ
た。

・起票後システムに反映
されるまでの短縮日数
(最長31日以内の反映)を
実現した。
・収入調定事務の処理時
間を削減（1年間の時間
を95.83％削減）した。

・8月以降、新たな運用を開始し、当初は
所管課での混乱等も生じたが、必要に応
じて各課へのフォローを実施し、現在は
効率的な運用がなされている。
・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。9月～3月に提出された収入調定一
覧件数の月平均は55件であり、年ベース
で比較しても91.31%の紙の削減に成功し
た。
・従前、収入調定事務の処理時間は年間
288時間程度と試算していた。9月以降、
毎月1時間程度となったことにより、年
ベースで95.83%の削減となった。

これまで、議員控室の各
議員の机上に配付してい
た、議員宛て文書配付
を、メールボックスによる
配付方法に変更するた
め、メールボックスの設
置を行った。

議員に宛てられた文書を、メールボックス
により配付することで、簡潔かつ確実に
配付するとともに、文書配付業務の効率
化が図られると考える。

冊子にされていない過去
の選挙記録を整理し、
ホームページ上で公開で
きるように努めたが、公
開に至らなかった。

冊子にされていない過去の選挙記録を整
理し、ホームページ上で公開できるように
努めたが、急遽衆議院選挙を執行するこ
ととなったため、公開に至らなかった。現
在早急に公開できるように準備中であ
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】

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　２２２名
美笹支所ガイドの配布　２０５
冊
美笹支所ガイドの配布率　９
２．３％

　転入者のうち、親の家に転入した
人や、配偶者になる人の家に転入し
た人もいたため、美笹支所ガイドの
受取を遠慮する場合もあった。
　このため配布率は９２．３％だった
が、概ね目標を達成できた。

　出張所が設置している一階
及び二階のプランターの緑化
維持活動だけではなく、２階
の戸田市観光情報館にも別
に花苗を用意して貰うことに
より、行政センター全体の緑
化活動がかなり進捗した。枯
死したものがないかどうかの
点検、また日々の手入れも継
続している。
　移動手段として原則自転車
のみを使用するという活動は
継続しており、大量の文章運
搬などやむを得ない時を除い
ては車両を使わず、雨天の
際も公共機関を使用する事
で環境への負荷を軽減を
図っている。

　新たに戸田市観光情報館に緑化
依頼をすることが出来た為、春夏秋
冬なるべく花のない時期を作らない
ようにすることが出来た。車両の使
用についても他の出先が出した車
に便乗させてもらう等の工夫により、
車両使用が不回避の状況であって
も、環境への負荷をなるべくかけな
い活動をする事が出来たと考える。
 また、倉庫内の空きスペースは常
時２割以上を確保することが出来
た。

年間

実績 分析

電子申請手続到達件数：
3,029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図って
いく中で、平成29年11月に電子申請
のシステムが新しいものに変わっ
た。それに伴い、関係各課とも連携
して問題点の改善や様式の見直し
が行われ、11月以降の手続到達件
数の安定した向上に繋がった。結果
として、電子申請の利用率は前年度
(2,586)比で5％上昇した目標値
(2,715)を大きく上回っている。

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。
平成30年度もオンライン回答を推し進
め、紙の削減及び調査員の負担軽減を
図っていく。

上半期

3

年間

3

4 市民課
戸田公園駅前行政
センター

●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

オンライン回答率5%

美笹支所ガイドの配
布

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

物品等

上半期

2

年間

3

行政情報化推進事
業

●行政情報化推進事業
申請・届出サービス（電子申請）

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。

物品等

2 情報政策統計
課

委託統計調査事業
・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。

物品等

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
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。

ホームページ等において、啓発・管理を
行い、利用者の増加をはかる。

電子申請の利用率を前年度(2,586)比で
5％上昇させる。

取組指標 評価

戸田公園駅前行政センター西側及び２
階に設置してある駅への連絡通路出入
口（玄関口）に花壇等の緑化を年間２回
以上実施する。
　また、自転車利用の割合を職員等に確
認し、常時倉庫等の整理整頓を心がけ
る。

・花苗の植え替えは年２回以上。
・自動車の利用は月平均４回以下
・倉庫内の空きスペースは常時２割以上
を確保

上半期

3

年間

3

　美笹支所窓口での転入者等に対して、
美笹支所ガイドを配布する。

№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

1 情報政策統計
課

配布率　９１％

上半期

3

年間

3

3 市民課(美笹
支所)



分野１－管理表　　　平成２９年度　　環境施策・事業計画管理表

【出先】
年間

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

・下半期で1回、年間で3回、植物や
野菜の栽培を行った。
・下半期で2回、年間で4回の環境集
会や保護者向けに集会内容を掲示
したり、家庭においても資源のリサ
イクルや節電、節水の理解を呼び
かけ協力を頂いた。　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。

・年間計画に基づき植物や野菜の栽培を行
うことができた。その中でグリーンカーテンを
実施したことで使用電力の削減に努めること
ができた。
・定期的に環境集会を実施し、資源の大切さ
を伝えるとともに、資源を活用した取り組み
を行うことで興味や理解が深まった。また保
護者向けに掲示をしたことで、情報の共有を
図ることができた。

花壇やプランターに花苗を
100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。

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

ホール特定天井のアスベスト
除去・耐震化改修工事の工
法・工期の設定及び工事手
順の検討については、上半
期の時点で取り組むことがで
きた。
日本工業規格への適合及び
フォースター（四つ星）建材の
使用については、仕様書に
明記した。

ホール特定天井のアスベスト除去・
耐震化改修工事における工事契約
において安全配慮を求める仕様に
なっているか、工程、工事手順が無
理のないスケジュールになっている
かを検討しながら、設計書の作成を
進めることができた。
また、設計の成果物に日本工業規
格への適合が盛り込まれているか、
設計書にフォースター建材の使用の
記載があるかも確認しながら仕様書
を作成することができた。

　週1回、施設周囲の見回り、
雨水の溜まるゴミの撤去を
行っている。

　週1回、施設周囲の見回り、雨水
の溜まるゴミの撤去を実施したこと
に伴い、環境美化が整備されたこと
で、蚊の発生防止を含め、感染症対
策を適切に行うことが出来た。

取り組みは上半期に達成済
み

取り組み達成しているが、下半期に
も樹木の剪定や施肥を実施するな
ど環境配慮に努めた。

・植物や野菜の栽培を行う（年3回）
・園児に対して環境集会を行うとともに保
護者への発信をする（年3回）

上半期

3

年間

3

9 保育幼稚園課
下戸田保育園

資源の大切さや活用
を園全体で共有し、
意識向上を図る

・緑化に取り組み節電に努める。
・ごみの分別の仕方やリサイクルについて園児に
伝え、物の大切さを知らせていく。
・保育ボード等を利用し、保護者にも資源の大切さ
を伝えていく。

物品等

・園児とゴーヤ、アサガオを栽培し、グ
リーンカーテンを活用した節電にて、使
用電力の維持に努める。
・集会や教材を通して園児に資源（水や
物）の大切さや節約の仕方を伝えたり、
保護者にも掲示することで理解を図る。

感染症対策として、デング熱の感染源で
ある蚊の発生防止のため、施設周囲の
見守りを行い、雨水の溜まるゴミの撤去
をする。

週1回及び降雨後に施設周囲の見回り、
ゴミの撤去を行う

上半期

3

年間

3

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。

上半期

3

年間

3

8 福祉保健セン
ター

感染症対策事業 感染症対策事業 物品等

花苗を年間１００鉢植える。
緑のカーテンを設置する。

上半期

2

年間

3

7
福祉総務課
（新曽福祉セ
ンター）

安心安全なホール利
用環境の創出

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
吹き付けられているアスベストを除去し、有害物質
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。

物品等
資金

上半期

3

年間

3

6 東部福祉セン
ター

施設の緑化推進
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。

物品等
花や苗木等の植栽
緑のカーテンの実施

5 西部福祉セン
ター

公共施設における緑
化の推進・緑のカー
テンの普及

公共施設における緑化を推進するため、地表面に
おける緑化だけでなく壁面（緑のカーテン）におけ
る緑化も実施する。

物品等
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

花や苗木等を１００鉢植栽する
ゴーヤ等による緑のカーテンを実施する
樹木の剪定や施肥を実施する

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。



分野１－管理表　　　平成２９年度　　環境施策・事業計画管理表

【出先】
年間

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

・電気、ガス、水道と目標値を
クリアすることができなかっ
た。
・牛乳パックを製作やテーブ
ル作りなどに利用し、目標個
数（２００個）を使用することが
できた。

・電気はエアコンのフィルターをこま
めに掃除するなど節電に努めてきた
が、夏の猛暑のためエアコンを使う
ことが多く、電気の使用量が多くなっ
た原因と思われる。
ガス、水道と目標値をわずかながら
クリアすることができなかった。引き
続き節水等見直し、目標値をクリア
出るようにしたい。
・今後も牛乳パックを利用しテーブ
ル作りなど保育に利用し、資源の大
切さを伝えていきたい。

・廃材の利用をした製作物を
作る等職員は意識してできた
ことで、ごみの削減には繋げ
ることができた。
  （各クラス1回）
・子ども達もごみの分別や、
使わない電気や水量を調節
したりする等意識して取り組
むようになってきた。
　ISO集会実施3回（5月・10
月・12月）

・子ども達に分かりやすく資源の大
切さを伝えてきたことで、電気が付
いていたり、水が出ていることに気
付いて止める姿が見られ意識が高
まってきている。今後も家庭にも取り
組み伝えながら、子どもを通して家
庭と連携し、資源の大切さを知らせ
ながら取り組んでいきたい。

・植物、野菜の栽培(３回）
・園児に対しての環境集会の実施、
保護者へ発信するためのボード作
り（４回）
・職員会議で、監査、使用量等の報
告（５回）

・予定どおり、冬野菜やチューリップの球根
を植える等、園内緑化に努めてきた。
・園児に環境集会を行い、ごみの話やごみ
の分別についての話、電気や水の大切さ、
使い方を伝えてきた。保護者にも集会の内
容や様子を写真付きのボードを掲示して伝
えてきた。
・職員会議で、監査の内容等を伝えたり、使
用エネルギーを伝え、節電を心がけたり、資
源の再利用を行ってきた。

.・節電や節水等に心がけ、目標値をクリ
アする。
・牛乳パックを教材等に再利用する。
（200個）

上半期

3

年間

2

13
保育幼稚園課
上戸田南保育
園

環境意識の向上
・職員や子どもに環境に対する意識の向上を図
る。

物品等

・花を育てることを通して、保育園の景観
の美化・緑化に努めたり、野菜を育てる
ことで食育つなげ、子どもや保護者に伝
えていく。
・資源（水や電気等）の大切さを伝え、節
約等の利用方法を職員や子どもたちに
周知していく。

・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）

上半期

2

年間

3

・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）

・様々な工夫を凝らし、資源の大切
さについて伝えたり、ごみ箱の整
理、廃材の利用等を行ったことで目
標を達成できた。また、子ども達と共
に楽しみながら活動していくことがで
き、職員と保護者の意識の向上につ
なげることができた。

・植物、野菜の栽培（3回）
・園児に対して環境集会の実施、保護者
へ発信するためのボード作り（４回）
・職員会議で使用エネルギー等の報告
（４回）

上半期

2

年間

3

12 保育幼稚園課
笹目東保育園

資源の大切さ共有事
業

・園全体で資源の大切さを共有し、削減に努める。 物品等

11 保育幼稚園課
喜沢南保育園

環境に対する園全体
の意識向上

・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
・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
・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

物品等

・植物栽培による園内緑化、グリーン
カーテン作り
・子どもたちに向けて環境集会の実施、
取り組み内容を保護者にもボードで伝え
ていく
・節電、節水を心がけると共に、裏紙、牛
乳パック等資源の再利用を行う

・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
ようにする。
・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。

ISO集会実施（年３回）
廃材の製作（各クラス１回）

上半期

3

年間

3

10 保育幼稚園課
新曽保育園

限りある資源の大切
さを知らせ、園全体
で意識向上を図る。

・園児にISO集会を通して資源の大切さを知らせ、
環境への関心を持てるようにする。
・牛乳パック等の廃材を利用し、保育教材として再
利用することでごみの削減に努める。

物品等



分野１－管理表　　　平成２９年度　　環境施策・事業計画管理表

【出先】
年間

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

戸田市農業研究会による技
術指導を９回（予定１０回、う
ち１回は雨のため中止）実施
した。枝豆、トウモロコシ、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。

給食センター及び市内単独
調理場設置校の提供給食に
ついて、給食実施日全ての
放射性物質の測定結果を
ホームページで公開した。な
お、測定結果は政府が定め
た基準値をすべて下回って
いた。

放射性物質の測定結果を毎回公表
することにより、学校給食が放射性
物質に対し安全安心であることを示
すことができた。

上半期は、花苗など１５６の
植栽を完了した。１１月に協
同推進課よりいただいた花苗
１６株を植栽。その他、購入し
た種子、公園緑地課よりいた
だいたマリーゴールドの種子
を植栽した。

他課や購入したものを植栽し、年間
で２２０の植栽を完了し、取組指標を
達成した。取組目標である緑あふれ
る図書館・郷土博物館に一歩近づ
いた。

・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。（5回）
・職員には、会議の中で使用
エネルギー量を報告し、節
水、節電を意識できるように
した。（8回）
・保護者に対して、集会の様
子をボードにして知らせたり、
調理師と連携し、残飯の少な
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5回、ぱくぱくもりもり賞
10回)

・集会の数が未達成の原因は、年度
末に行事が立て込んでいて園児に
対する環境に関する集会が出来な
かった為である。
・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
たり、使用量の書類が手元に届くの
が遅れたのが原因である。

平成２８年度の１日当たりの
残飯量は約３．４kgであった
が、平成２９年度上半期は１
日当たり約３．７kgだった。
平成２９年度年間を通しての
残飯量は約３．０kgであった。

園児に対し食材の無駄を減らし、生
ゴミの量を減らすことの大切さを伝
えてきたことや、保育内容や環境整
備を行い体を動かし、意欲的に食べ
られるようにしてきたことが考えられ
る。

年間２００株以上の植栽

上半期

3

年間

3

19 図書館・郷土
博物館

図書館・郷土博物館
敷地内緑化事業

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

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
ふれる図書館・郷土博物館を目指す。

給食センター及び市内単独調理場設置
校の提供給食について給食実施日全て
の測定結果をホームページで公開する。

学校給食が放射性物質に対し安全安心
であることを示すため、放射性物質の測
定を実施し結果を公表する。

上半期

3

年間

3

春から初冬まで野菜の栽培を行い、戸
田市農業研究会による技術指導を実施
（年間10回）

上半期

3

年間

3

18 学校給食課
学校給食センター管
理運営事業

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

物品等

17
教育政策室
（教育セン
ター）

ステップ教室事業

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。

物品等
人材

ステップ教室の体験授業として、農業活
動を実施し、児童・生徒が自然に親しむ
機会を提供する。

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。

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。

上半期

3

年間

3

今年度年間発注済工事　計
２４件の内　２４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。

２８年度と比較し、５％減を目標とする。

上半期

1

年間

3

16 土地区画整理
事務所

既設水路の点検
公共工事施工における、環境配慮をした設計の実
施

人材

15 保育幼稚園課
笹目川保育園

生ゴミとなる残飯削
減事業

食事を楽しくよく食べ、生ゴミとなる残飯を減らす。 人材
毎日の残飯の量を計測し、食材の無駄
をなくすと共に、生ゴミの量を減らしてい
く。

●園児へ、ごみの分別の仕方や資源の
大切さを伝え、物を大切にする心が育つ
ようにしていく
●節電、節水に心がける
●保護者へ発信するためのボードを作
成し、園での環境に対する取り組みを伝
える

●園児に対してごみの分別の仕方や資
源の大切さを伝える集会を行う（年６回）
●会議の中で使用エネルギー量を報告
し節電、節水を意識できるようにうする
(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）

上半期

2

年間

2

14 保育幼稚園課
新曽南保育園

新曽南保育園環境
意識啓発事業

●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

物品等



分野１－管理表　　　平成２９年度　　環境施策・事業計画管理表

【出先】
年間

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

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
年間実績①２２１回②７０回
③５３回

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達成できた。

６月に２４株、１２月に３６株を
センター出入口に、９月には
２４株をウッドデッキに植栽し
た。
また、３月には花種２４粒を
ウッドデッキに植栽した。

花苗や花種を年間合計１２０株当を
植栽し、年間としての目標を達成し
た。

【公用車利用回数（１０月～３
月）】
　　　　８２１件

前年度の下半期公用車利用回数と
比較すると２３１回減である。

平成２９年８月１７日付け可
搬ポンプ１台更新完了

計画通り推移し、取り組み指標を達
成。

①年度内　２１０回
②年度内　　６０回
③年度内　　４５回

上半期

3

年間

3

25 西部分署
消防・救急体制の充
実、火災予防の推進

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
害を防除し、及び被害を軽減するほか、災害等に
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。

物品等

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

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。

①予防救急（高齢者施設等、保育幼稚
園等）の促進。
②各種災害による被害を最小限にとど
めるため、災害対応能力・技術向上の為
の訓練を積極的に実施する。（年250回）
③節電と資源ごみ有効利用の為ごみの
区分明確化の徹底（365日）

上半期

3

年間

2

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1,464
件。年間計2,579件

①啓発活動をする反面、年間を通
じ、救急出動件数が増加した。人口
も年々増えてきているので、減少に
至らなかった。
②訓練等305回実施。各種災害出動
744件。

可搬ポンプの更新（平成29年度　１台更
新予定）

上半期

3

年間

3

24 消防署　東部
分署

消防署　東部分署
施設方針書

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。

物品等

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
搬ポンプの購入。

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
します。

２８年度の公用車利用回数 ２，３５０回

上半期

3

年間

3

年間１２０株

上半期

3

年間

3

22 介護老人保健
施設

公用車利用削減事
業

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。

物品等

21 市民医療セン
ター　総務課

市民医療センター管
理事業

外構やテラスに季節の草花を植栽し、景観の美化
に努める。

物品等 草花の管理及び植栽

①　観察フィールドにおける希少植物の
保護、育成
②－１　自然観察と保護をテーマとして
講座の実施
②－２　小・中学校博学連携授業・事業
支援の実施
③　館内展示用照明のLED化

①　希少植物の植生管理と啓発活動実
施
②－１　30講座
②－２　小・中学校博学連携授業　12校
　　　　　j授業支援　20回
③　館内展示用照明のLED化

上半期

2

年間

2

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、
②－１　年間講座実施数／
計画数 　29／30
②－２　小学校３年生セン
ター授業　12校／12校、サイ
エンスサポートプルグラム実
施　29校
③展示用照明LED化実施

①上半期は小雨による影響が長引
いたが、下半期において、植生管理
を実施した。
②－１　改修工事に伴う休館時にお
いても会場を変更するなど工夫し予
定どおり講座を実施した。
②－２　小学校３年生センター授業
とサイエンスサポ－トプログラム予
定件数を実施できた。
③展示室ハロゲン電球（６５W）使用
機器50台をLED電球使用機器（７W）
へ交換して省電力を実施。

20 図書館・郷土
博物館

彩湖自然学習セン
ター管理運営

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

物品等
人材
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【出先】
年間

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

年間の取組指標60件に対し
て、年間の補助申請件数は
42件であった。

　公共下水道への切り替えは3年間
の猶予があり、水洗便所改造資金
補助金も3年間のうち、工事発注前
ならいつでも申請が可能である。そ
のため、年によって件数が集中した
り、分散したりとムラがあるため、今
年度は若干件数が少なかったと考
えられる。
　来年度は、広報等による啓発活動
等を実施することで、水洗化促進に
繋げたい。

上半期発注工事件数 14件
内、新材料(GX管)布設時の
掘削土量 1,619.2㎥
鋳鉄管による想定掘削土量
2,052.3㎥
よって20.1％の土工削減と
なった。

年間を通じて20.1％の土工削減と、
目標数値を大幅に上回り達成するこ
とが出来た。今後も引き続き新材料
による環境に配慮した工事施工に
努める。

・設計段階では、再生材の使用により環
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
機種を採用する。
・整備率９０．７１％

汚水整備事業を実施することにより、河
川の水質汚濁の改善となります。下水道
整備率１００％

上半期

2

年間

3

無事に工事を完了させること
ができ、整備率は９０．７５％
となった。

計画通り事業が完了し、目標を達成
することができた。

掘削土工の鋳鉄管布設時の数値と実績
値を比較し5.25％の削減を目標とする。

上半期

3

年間

3

28 下水道施設課
公共下水道汚水整
備事業

●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。

資金

27 水道施設課 掘削土工削減事業

配管工事に伴う掘削土工の削減

・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。

物品等
人材
資金

配管工事に伴う掘削土工の削減

市民を対象に水洗便所改造資金補助を
実施。
公共下水道への切り替えについての周
知活動。

補助件数
平成29年度補助目標件数60件（平成28
年度補助実績件数54件）

上半期

2

年間

2

26 上下水道経営
課

公共下水道への切り
替え促進事業

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

物品等
資金
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【本庁舎】
上半期

研修のオリエンテーション時に、研修
受講報告書の電子提出について周知
を引き続き行い、また、昨年度に電子
化率が低かった外部施設の職員に、
重点的に周知をしたことで、電子化を
向上に至った。引き続き電子化率が
達成継続できるよう周知を実施する。

各業務の実施時期に合わせてマニュ
アルの作成等を行っていたことによ
り、計画的に取り組むことができたと
考えられる。

分析

４月、５月、６月及び８月並びに上半
期全体の各期間において、前年度の
同時期の比較し印刷部数が増加し
た。集計データによると、特定の課の
印刷部数の突発的な増加が一因と考
えられる。
（平成３０年度４月～９月）９５６,８７１
枚　（平成２９年度４月～９月）８１１,８
７４枚
（平成２８年度４月～９月）９０９,８９１
枚

平成29年度に作成した課内ルール
「予備資料は原則５部以下」を見直
し、今年度は、「予備資料を４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。

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。

４～９月で全６回の全庁的なノー残業
デーと、７～９月で全３回の特別ノー
残業デーを前日からの周知を行うこと
で、効果を高めることができた。

実績

印刷部数のデータ抽出
による確認を行い、必
要に応じて各所属に印
刷機の利用削減を促し
た。

●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　１００％
　※ルールに基づく会議開催
数　17件／経営企画課が事務
局として開催した会議数　17件
　※会議内訳：庁議8回、行政
改革推進本部会議1回、行政
経営研修会2回、外部評価委
員会2回、総合振興計画策定
委員会1回、総合振興計画策
定企画委員会1回、まち・ひと・
しごと創生総合戦略効果検証
会議1回、事務改善委員会1回

目視による確認ではあ
るが、ほぼ１００％実施
していることが確認で
きた。

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、平成３０年７
月から同年１１月までの毎
月第３水曜日を、特別ノー
残業デーとして実施した。

電子での提出率は約１
００％となった。

上半期

1

年間

平成２７年度と比較し、年間の印刷部数
を約５％削減する。

目標部数（1,766,664枚）
【参考】平成２７年度の印刷部数
（1,859,647枚）

上半期

3

年間

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。

6 財政課
業務マニュアル作成
等による業務改善

●業務マニュアルを作成することにより、業務の効
率化を図る。
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。

物品等

研修受講報告書提出おける電子化率
（90%）

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。
また、作成した業務マニュアルについて
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
し数　４つ（３ヶ月に１つ）

上半期

3

年間
5 人事課

研修受講報告書の
電子化

●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。

物品等
人材

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
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９０％を目指す。

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
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。

ノー残業デーの回数（14回）及び実施回
数

上半期

3

年間

ノーネクタイまたはノー上着の実施職員
の割合（100%）

上半期

3

年間

4 人事課 ノー残業デーの推進

●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
関係等の抑制により、地球温暖化防止に貢献す
る。

人材

3 人事課
ノーネクタイ・ノー上
着の実施

●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
ことにより、全職員の実施及び来庁市民の協力理
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。

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
ら、基本的には前年度の取組内容を維
持していくとともに、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。

●前年度の会議運営実績に基づき、
ルールを見直す。

●ルールに基づき、会議資料を準備す
る。

【目標】ルールに基づき資料を準備した
会議の開催率１００％

上半期

3

年間

印刷丁合機による印
刷の削減

印刷丁合機の印刷を削減し、紙の使用量やトナー
消費の削減を行う。

物品等
資金

2 経営企画課
会議等における予備
資料準備数の削減

●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
事前配布がルールとなっており、会議当日は各委
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。

物品等

1 庶務課

取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容
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【本庁舎】
上半期

分析実績取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容

上半期の実績は4月から8月は目標を達成で
きたが、9月は達成できなかった。税務課は夏
季期間はあまり課税資料が発生しないことか
ら実績が伸びなかった原因と考える。
下半期においても、2in1印刷と芯なしステープ
ラの使用を呼びかけ、目標を達成できるよう
にしたい。

委託業者に変更はあったが、順調に
納付案内の架電をしている。督促状
発送後にすみやかに架電をすること
で現年市税滞納者へアピールするこ
とができており、滞納の短期解消に役
に立っている。

マイナンバー（個人番号）カードの交
付について、市民カード保持者に対す
る通知などを実施した結果、交付枚数
は昨年度末の17,068枚から順調に増
加している。

・リース替え車両について、全車種で
低排出ガス車とすることができた。
・庁用自動車は使用頻度や用途に鑑
みて、現時点では、必要最小限と考え
ているため、電動アシスト自転車は現
状数で維持したい。

予定していた７件の工事において、Ｌ
ＥＤ照明の設置等省エネルギー設備
の導入する仕様で発注済み。下半期
も省エネ設備の導入を進める。

課税業務における簡略化及
び資源削減
4月：312枚
5月：338枚
6月：316枚
7月：396枚
8月：318枚
9月：246枚

4月～9月までの電話によ
る納付案内の件数は
20,159件であり、年間の
環境配慮取組指標であ
る２８，８００件を大きく上
回るペースで進捗してい
る。

マイナンバー（個人番
号）カードの交付枚数
（総数）19,149枚（9月末
時点）

　省エネルギー設備導入を
予定している７件のうち５件
は実施済み。他２件は下半
期に実施予定。
【上半期実施済み】
「新曽福祉センターホール
天井改修及びアスベスト除
去改修工事」
「喜沢中学校武道場天井改
修工事」
「芦原小学校天井改修工
事」
「庁舎天井改修及び階段撤
去工事」
「笹目コミュニティセンター天
井改修工事」
【下半期実施予定】
「新曽中学校武道場天井改
修工事」
「福祉保健センター天井改
修工事」

マイナンバー（個人番号）カードの交付
枚数（総数）20，000枚

上半期

3

年間
12 市民課

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

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。

物品等

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
を図るため、マイナンバー（個人番号）
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。

納税コールセンターへの架電指示
納期や督促状の発送、滞納処分の段階
に合わせて架電リストを作成

市税等滞納者への電話による納付案内
の件数
28,800件（年間）

上半期

3

年間

課税資料等を2in1印刷とし、ステープル
が必要なものは可能な限り、芯なしのス
テープラを使用する。

目標：月300枚の2in1印刷及び芯なしス
テープラの使用

上半期

2

年間

11 収納推進課 市税等収納事業
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。

人材

10 税務課
課税業務における簡
略化及び資源削減

●課税業務における簡略化及び資源削減 物品等 課税業務における簡略化及び資源削減

１ｋｍ圏内での現場検査にて、対象圏内
件数の８０％を徒歩、自転車または公用
車の相乗りを行なうことで、公用車での
移動を減らす。

対象圏内件数の実施割合（８０％）

上半期

3

年間

上半期は、天候の変動も多かったが、
各担当の意識が高く、８０％以上と目
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。

上半期１ｋm圏内検査
件数　：１５件【４月～９
月】
上半期取組実施件数
：１４件

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％

上半期

3

年間

9 入札検査課
工事検査業務にお
ける公用車利用の
削減

●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。

その他（自
転車等の
二酸化炭

素を排出し
ない乗り

物）

8 資産経営室 建築営繕事務

●公共施設への新エネルギーの率先導入

・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

物品等
省エネルギー設備及び新エネルギー設
備の導入

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
る導入を検討する。さらに、電動アシスト
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。

・低排出ガス車　５台導入
・電動アシスト自転車　１台導入（効果検
証の上）

上半期

3

年間

・低排出ガス車　９台導
入7 資産経営室

低排出ガス及び電
動アシスト自転車の
導入促進

●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

・今後導入する車両について、より低減レベルの
高い低排出ガス車の導入を推進し、既存の車両に
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



分野１－管理表　　　平成３０年度　　環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期

分析実績取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容

全路線合計の乗車人数は年間目標
の５５％となり、半数を達成できた。
また、路線別でみても全ての路線で
年間目標の半数を達成できた。
引き続き利用客が増えるような環境
づくりに努めていきたい。

上半期の指導台数は年間目標の約２０％、上
半期の撤去台数は年間目標の約３６％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２８％といずれも年間目標の
数値の半数を下回っているが、昨年度より開
始した夜間における警告・撤去の効果もあり、
日中夜間問わず３駅全体の放置自転車の認
知台数が減少傾向にある。自転車駐車場内
の未納料金駐車については昨年度と比べ微
増しているが、駅周辺の放置自転車の状況と
しては良好な環境に向かっている。

利用者数、利用者アンケート回収数につい
て、ともに目標値の半数以上の利用、回収数
であり、順調に伸びている。
また、市広報や市内公共施設ではパンフレッ
トによる広報活動、駅や電車内で施設の広告
を掲載するなどPRに努めている。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。

設計において省エネ機器の導入を決
定しており、その考えを引き継いで、
今後の工事に反映することとなった。

下半期において環境記事を掲載する
よう指定管理者と調整を進めていると
ころである。

戸田ふるさと祭りにおける清掃ボラン
ティアについては、過去5年間におい
て最も多い参加者数となった。（2日間
合計65名）
引き続き、清掃ボランティア事業の普
及・啓発に努めていきたい。

市民活動サポート補助金の審査においては、
環境活動に関する事業の申請が3件あった
が、厳正な審査の結果、3件中1件の補助金
交付を決定した。
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
向上に努めるとともに、不交付決定団体に対
してもアドバイスを行うなど、より効果的な環
境活動を実施する団体が増加するよう支援を
行っている。

上半期については、ボ
ランティア・市民活動支
援センターホームペー
ジにおける、環境特集
記事の掲載はなかっ
た。

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
の清掃ボランティアを募集
し、参加者にお礼としてオー
ルを渡した。
②上戸田ゆめまつり・・・「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。

市民活動サポート補助金
事業において、市民活動
団体が行う環境保全に関
する事業に対し、１件の
交付を行った。
【交付事業】
①戸田市地域猫推進事
業
（団体名：とだニャン）

乗車人員（４月～９月）１
９４，９０４人
（喜沢・川岸循環９４，３６
０人、西循環４４，５３５
人、南西循環３１，７７９
人、美笹循環２４，２３０
人）

指導台数（４～９月）１，
７３１台
撤去台数（４～９月）６７
８台
未納料金駐車自転車
撤去(４～９月)３駅合計
台数５３台

屋内プール新築工事
の契約締結を行い、
ソーラー街路灯などの
機器を導入も含めた形
で、今後、工事を行っ
ていくこととなった。

上半期

3

年間
導入の有無19

文化スポーツ
課

スポーツセンター大
規模改修事業

スポーツセンター屋内プール新築工事に伴い、省
エネなどの環境配慮を実施する。

物品等
スポーツセンター屋内プールの新築工
事に伴い、省エネ設備などの環境に配
慮した設備の導入を行う。

利用者数　10000人

利用者アンケート回収数　400件

上半期

3

年間

利用者数　5213人
利用者アンケート回収
数　381件

18
防犯くらし交
通課

保養所管理運営事
業

●健康づくり体制の促進

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

物品等
人材
資金

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

アンケートの回収により、利用者の意見
を吸収し、サービスの向上に努める。

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　　８，５００台
撤去台数　　１，９００台
未納料金駐車自転車撤去
３駅合計台数　１９０台

上半期

3

年間

年間乗車人員３５４，３００人
（喜沢・川岸循環１７４，６００人、西循環
７６，４００人、南西循環６１，７００人、美
笹循環４１，６００人）

上半期

3

年間

17
防犯くらし交
通課

自転車対策事業

●放置自転車対策

・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

16
防犯くらし交
通課

コミュニティバス運行
事業

●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

物品等
人材
資金

コミュニティバス「toco」について、利用し
やすい環境づくりや安定した運行を実施
し、年間利用者数の増加に繋げていく。

市民活動団体が行う環境保全を含む公
益性のある事業や、公益の増進に資す
る団体であるNPO法人に対して補助金
が交付されるように努める。
また、補助金制度の周知啓発に努める
とともに、より適切な支援が行える体制
づくりを進める。

市民活動団体が行う環境保全に関する
事業、もしくは環境保全事業を行うNPO
法人に対して補助金が1件以上交付さ
れるように努める。

上半期

3

年間

地域通貨を活用した清掃ボランティアを
年度内に2回実施

上半期

3

年間

15 協働推進課
市民活動サポート補
助金事業

●市民活動サポート補助金事業

・市民活動団体が行う社会貢献事業やNPO法人に
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。

人材
資金

14 協働推進課 地域通貨運用事業

●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。

物品等
人材
資金

環境保全を目的とした催し等のイベント
において、地域通貨を活用した会場清
掃ボランティアの実施について、関係各
課や市民活動団体等と連携を図り、地
域通貨の利用機会の増大に努める。

指定管理者と連携し、利用促進と充実を
図る。

支援センターホームページで、環境に関
する特集記事を年度内に2回掲載する。

上半期

1

年間
13 協働推進課

ボランティア・市民活
動支援センター運営
事業

●ボランティア・市民活動支援センター運営事業

・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、インターネットの双方向性を利用した
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。

物品等
人材
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【本庁舎】
上半期

分析実績取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容

年間指標を上回る実績であった。今
後も取り組み行い、ゴミの減量化を進
めていく。

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７４％を達
成できた。

クールシェア拠点での啓発品の配
布、商店会連合会での呼びかけ、HP
での周知などにより、賛同店舗等の
増加を図ることができ、年間目標値に
近づけることができた。

環境出前講座については、環境ネット
ワーク会議での周知や、案内冊子による
周知などによって、９回実施することがで
きた。
また、市民意識調査アンケートは環境フェ
アにおいて実施する予定で11月の実施に
向けて順調に準備している状況である。

月１回広報で譲ってほしい物、譲れる
物の記事を掲載し、不用品譲渡の成
立につなげている。

昨年度に引き続き、改修工事での省
エネ機器の導入を要望した。
来年度から実施される工事で、省エネ
に係る補助金の導入について検討し
ていきたい。

登録者数が順調に伸び、上半期で指
標を達成した。引き続き事業を実施し
ていく。

クールシェア賛同店舗
及び施設数：73店舗

環境出前講座の実施
件数：９回

上半期譲渡成立件数：
２７件

生ごみ堆肥の製造量：
7,282kg

メールマガジンの登録
者数920者

土に親しむ広場区画の
貸出5団体9区画
じゃがいも堀体験　6保
育園

・文化会館大規模改修工
事の設計業務にて、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、実
施設計業務を進めてい
る。

上半期

20
文化スポーツ
課

文化会館大規模改
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
文化会館大規模改修の実施に伴い、実
施設計において工事に係る環境配慮を
検討する。

仕様の有無
3

年間

譲渡成立件数　４０件

上半期
3

年間
27 環境課 リサイクル推進事業

不用品の登録、紹介事業

・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

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
る

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
ける市民への意識調査を実施し、市民
の意識把握を行う。

環境出前講座の実施件数：　5回
市民意識調査アンケート実施：1回

上半期

3

年間

クールシェア賛同店舗及び施設数（７５
店舗）

上半期

2

年間

26 環境課
環境ネットワーク事
業

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
人材

25 環境課 クールシェア事業

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。

物品等
人材

クールシェア実行委員会や各所属との
調整を行い、クールシェアを市域で実施
することで、CO2の削減を図る。

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
動車等導入費補助金制度を実施する。

補助件数：１２５件

上半期

3

年間
補助件数：９３件

生ごみ堆肥の製造量　　　７t

上半期

3

年間

24 環境課
環境配慮型システム
及び電気自動車等
普及促進事業

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

物品等
資金

23 環境課
生ごみ堆肥化推進
事業

生ごみ堆肥化推進事業

・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

「土に親しむ広場」のうち4区画を教育セ
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
た、保育園や学童保育、社会福祉法人
に貸し、園児、児童、生徒等の農業体験
の場とする。
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。

土に親しむ広場区画の貸出6団体10区
画
じゃがいも堀体験　5保育園

上半期

3

年間

土に親しむ広場区画の貸出について
は、上半期では貸出5団体9区画と指
標に届いていない。
じゃがいも掘体験については6保育園
が参加し、指標を達成した。
指標達成に向けて引き続き事業を実
施していく。

メールマガジン登録者数880者

上半期

3

年間

22 経済政策課 農政対策事業 子どもの農業体験事業
その他
（場所）

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システム事業
経済政策課に係る情報発信やアンケートをメール
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

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
により、紙資源の節約や事務作業の簡
略化を目指す。



分野１－管理表　　　平成３０年度　　環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期

分析実績取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容

広報やホームページ、ＳＮＳなどを活
用して周知を行った結果、目標を大き
く上回る配布件数となった。

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、イベントや講座の実施時に参加
者が登録することが多く、下半期に実
施を予定しているイベント時にさらに
増える可能性がある。

設計時に再生砕石及び、再生砂を組
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。

各調査とも滞りなく実施できた。

故障等による欠測が生じること無く、
予定どおり測定することができた。

生ごみ処理機の補助金は毎年行って
いるため、必要とする世帯には行き
渡っている可能性がある。
少しずつではあるが、生ごみ処理機を
もつ世帯が増えているので、ゴミ排出
量の抑制につながっている。

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。

出前講座などでごみの減量につながる３R等
を紹介してきた地道な活動が実を結んだた
め、市民一人当たりのごみ排出量が減少した
と考えられる。
「家庭ごみの正しい分け方・出し方」を毎年度
発行し、18分別が定着してきたため、資源ご
みの回収量が減少している。

コンポスト型容器
０基
電気式生ごみ処理機
４台

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

とだグリーンウェイブに
係る苗木配布件数は
13件、56本だった。

市民参加イベントにつ
いては、さくらそう祭り
と戸田ヶ原ガイド講習
会の2回を開催した。
戸田ヶ原サポーターに
ついては、4名の新規
登録があった。

公園施設整備・改修工
事4件の内、３件が発
注済み。
残り１件については今
後実施予定。

市民一人当たりのごみ
排出量　165.4kg/6か
月
資源ごみの回収量
1,756.980kg/6か月

ダイオキシン類等調査
大気2箇所×2回
公共用水域水質調査
8箇所×2回、5箇所×1
回
公害苦情件数　31件

市内４測定局におい
て、大気環境の各項目
（SO2、NO2、SPM、O
ｘ）及び騒音の常時監
視測定を実施した。

公園施設整備・改修　　4件

上半期

3

年間
35 みどり公園課

公園諸施設工事の
設計・監督事業

●公園諸施設工事の設計

●公園諸施設工事の監督
物品等

整備計画の策定

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

戸田ヶ原自然再生事業実施計画追補版
に沿って、事業を実施する。

戸田ヶ原自然再生エリア第1号地や湿地
再生区域Ｆにおいて、市民・企業などと
ともに保全管理作業を行い、維持管理
する。

戸田ヶ原サポーターと連携した事業の
展開

市民参加イベント回数　3回

戸田ヶ原サポーター新規登録人数　2人

上半期

3

年間

とだグリーンウェイブに係る苗木配布件
数　10件

上半期

3

年間

34 みどり公園課
水と緑のネットワー
ク推進事業（戸田ヶ
原自然再生事業）

●戸田ヶ原自然再生事業 人材

33 みどり公園課
緑化推進事業（グ
リーンウェイブ等苗
木配布）

●とだグリーンウェイブに係る植樹団体への苗木
配布

●市民への秋の苗木の無料配布

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や秋の苗木の無料
配布に係るパネル展示や広報掲載等に
よる普及啓発

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
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。

目標実施率１００％

上半期

3

年間

生ごみ肥料化容器　　　 　５基
電気式生ごみ処理機　　１０台

上半期

2

年間

32 環境課 放射線測定事業 空間放射線量及び土壌放射性物質の測定
物品等
資金

31 環境課
生ごみ処理機購入
費補助事業

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
生ごみを自家処理とすることによる廃棄
物の減量

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、
道路交通騒音についても常時監視測定
を実施する。

目標実施率１００％

上半期

3

年間

目標実施率１００％

上半期

3

年間

30 環境課 常時監視測定事業 常時監視測定事業における測定の実施
物品等
資金

29 環境課 環境質調査事業 各種公害の調査業務
物品等
資金

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、
悪臭等の苦情について早期対応を行
う。

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、
排出される廃棄物の量を抑制する。ま
た、適切な分別により資源ごみの適正
化を促す。

市民一人当たりのごみ排出量　331kg/
年
資源ごみの回収量　3,835,000kg

上半期

3

年間
28 環境課 リサイクル推進事業

家庭ごみ収集事業

・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。

人材
資金



分野１－管理表　　　平成３０年度　　環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期

分析実績取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容

計画どおり事業が進められているた
め、取組指標を達成できた。

広報、チラシ、ホームページで緑化推
進にかかる補助金制度の周知を行
い、目標値に近い補助申請を受け付
ける見込みである。

職員へ取り組み内容を周知徹底した
ことにより、口座支給率が上昇した。

障害福祉課所管の４つの指定管理者
施設に対して、環境配慮についての
呼びかけを行い、四半期ごとの報告
書により協力してくれたことが確認で
きた。

①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すこと
ができた。
②課内でケース対応や会議の際の移
動手段は、必要がある場合を除き、自
転車を利用した。

生け垣等設置奨励補助
金については、2件の交
付決定を行った。
その他、保存樹木所有者
126名に対し、補助金申
請の案内を送付し、申請
書の受付けを行ってい
る。
上戸田地域交流センターでは、
利用者の中から園芸ボランティ
アを募り、施設を取り囲む花壇
（植栽帯）に植付けを行ってい
る。施設利用者や歩行者が花
をとおして季節を感じることが
できるよう、植え付ける花苗に
も工夫をしている。雪割草、日
日草、朝顔、ゴーヤ、ヒガンバ
ナ、菊、ルッコラ、ベゴニア、ひ
まわり、ミニひまわり、アス
ター、マリーゴールドなど季節
を感じられる花を選択した。昨
年度は上半期で14種145鉢
（株）、今年度は上半期で12種
187鉢（株）を植付けた。

9月末時点で、総世帯
数1,893世帯に対し、口
座支給世帯は1,630世
帯となっており口座支
給率は86.1％になっ
た。
指定管理者施設の施設管
理において節電・省エネ等
の環境配慮についての呼び
かけを行った。
また、四半期の報告書によ
り、修繕、物品交換等の際
に環境に配慮した選定を
行ったことを確認した。

①自家用車の駐車台
数：７５台利用
②天候が悪い場合など
必要がある場合を除
き、自転車を利用する
よう職員に周知徹底し
た。

環境月間記念植樹におい
て、苗木の植樹を1回実施し
た。
また、水と緑のネットワーク
形成プロジェクトに係る事業
として、戸田市生き物マップ
づくり（平成30年度秋季）実
施に向け、準備を行った。

①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
発注を業者に委託して、紙や資源の削
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。
②課内でケース対応や会議の際の移動
手段は、必要がある場合を除き、自転車
を利用する。

障害福祉課所管の４つの指定管理者施
設に対して、環境に配慮についての呼
びかけを行う。四半期ごとの報告書によ
り確認する。

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
の変更を働きかけ、口座支給率を上げ
る。

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
募り、施設を取り囲む植栽帯（花壇）に
植え付けを行う。

①自家用車の駐車台数　８０台以下
②天候が悪い場合など必要がある場合
を除き、自転車を利用するよう職員に周
知徹底する。

41 長寿介護課
イベントにおける資
源の削減事業

当課の主要事業であるシルバースポーツ大会にお
いて、使用する資源を削減する。
また、職員においては必要がある場合を除いて公
用車の利用を削減し、自転車を利用する。

物品等
人材

40

上半期

3

年間

39 生活支援課
生活保護費支給事
業

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。

物品等

上半期

年間

あいパルの園芸ボランティアが中心と
なって、花苗の植付けや水やり、除草
等を行ない、緑豊かな環境を保持し
た。下半期も植付け等緑化を継続して
行い、年間で対前年度比１０鉢増の
目標を達成したい。

障害福祉課
指定管理者施設に
おける環境配慮

指定管理者施設における環境配慮 物品等

・指定管理者施設の施設管理において
節電・省エネに努める。
・修繕、物品交換等の際に環境に配慮し
たものに取り換える。

3

年間

年間

口座支給率82％

上半期

3

年間

花壇の草花を前年比で10鉢(球)増や
す。

上半期

3
38 福祉総務課

上戸田地域交流セ
ンター管理運営事業

上戸田地域交流センターの管理運営
物品等
人材

37 みどり公園課
緑化推進事業（緑化
推進に関する補助
金）

●生け垣等設置奨励補助金

●屋上等緑化奨励補助金

●保存樹木指定補助金

資金

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

各種緑化推進にかかる補助金制度の普
及啓発

環境月間記念植樹などによる苗木の植
樹

水と緑のネットワーク形成プロジェクトの
普及啓発

苗木の植樹回数　1回

上半期

3

年間

補助件数130件

上半期

3

36 みどり公園課
水と緑のネットワー
ク推進事業（緑の外
環道事業等）

●緑の外環道事業

●その他、水と緑のネットワーク形成プロジェクト
の推進

物品等
人材



分野１－管理表　　　平成３０年度　　環境施策・事業計画管理表

【本庁舎】
上半期

分析実績取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容

牛乳パックなどの再利用品を使用し
て、低学年にもできる工作を実施し、
子供たちにエコの意識を高めることが
できた。今後も子供たちが再利用品
で、工夫して楽しく工作できるよう、ま
たエコのおもちゃに触れ合えるよう促
していく。

こどもの国については、昨年同時期と比
べると件数が減少している。また、プリム
ローズについても、昨年同時期と比べる
と件数が減少しているが、出品数に上限
を設けたことが影響していると考えられ
る。引き続き、取組指標達成に向け周知
を図って行く。

・上半期に広報への掲載が可能と
なったことから、取組内容は当初より
下半期に実施することとし、現在は、
準備作業を進めている。

・パトロールについては、計画どおり実施し
た。
・取り組み指標である、適正に管理されている
生産緑地地区の割合は96パーセントであっ
た。
・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、窓
口での案内や技術的助言により、１０
０％を維持できている。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。

保育料決定通知書に口座振替依頼
書及び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。

・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。
・昨年度よりも加入率が下回っていることについて
は、クレジットの納付申し込の案内も行っており、そ
の加入率が伸びている（前年度比0.4%+）ことも影
響していると思われる。（クレジット納付も確実な保
険料納付に寄与している。）

これまでの記載内容について、年度
など必要な修正を行いＡ５両面での印
刷を実施し、Ａ４片面で印刷した場合
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。

・パトロールを１回（9/10）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
（２９地区中２８地区)

新曽中央地区地区まち
づくり協定
平成30年度上半期にお
ける申請件数15件
うち緑化率適合件数15件
取組達成率１００％

平成３０年９月時点で２
２７１件であり、１年間
の目標とした約６パー
セントにあたる１００件
の増を達成した。

牛乳パックやペットボト
ルの蓋の再利用品を
使用して、学童保育室
での工作を実施した。
また、低学年でも簡単
に作成できる手作りお
もちゃの情報を提供し
た。
実施回数　1回（7月）
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。

こどもの国：３２件（１回実
施）
プリムローズ：１６７件（常時
実施）

・９月１日号広報に景
観行政に係るページに
て掲載した。

年間利用件数　７００件（人）

上半期

3

年間

上半期

・PR紙配布、年１回以上

・個別訪問、年１回以上

年２回

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。

口座振替加入率の目標を30％にする。42 保険年金課
国民年金諸届受付
事業

●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。

物品等

が判明しており、口座振替加入
率は22.8%であった。8月分は
22.1%と比較すると、0.7%の伸び
である。年間目標値30.0%には
届かないが、年度途中としては
増加傾向にある。
・作年度と比較すると加入率が
若干下がっている。
・上半期のため、口座振替加入
率目標値30％の50%である15%
はクリアしているため、評価は3
となる。

43 こども家庭課
児童手当支給事業・
こども医療費助成事
業

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
内を行うチラシについて、これまでＡ４片面印刷
だったものの内容修正を行い各制度Ａ５片面の両
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。

45 児童青少年課
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

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
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。

上半期

上半期

47 都市計画課 景観形成推進事業 ・戸田市都市景観条例に基づく三軒協定の推進
人材
資金

・三軒協定のPR紙を配布する。

・個別に訪問を実施する。

2

年間

物品等
引き続き両面印刷による使用量の削減
に努める。

紙の使用量を28年度比500枚減とする。

上半期

3

年間

Ａ５両面での印刷を実
施し、用紙使用量を７５
０枚削減した。

3

年間
44 保育幼稚園課

保育料徴収強化事
業

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。

物品等
平成２９年度で実施した結果を踏まえ、
方法の見直し、再実施を行う。

平成２９年３月時点での口座振替件数
１，８９１件に対し、約６パーセントにあた
る１００件（前年度分を含む）の増加を目
標とする。

46 児童青少年課
児童センター子育て
支援事業

児童センターにおける不用品交換事業
物品等
人材

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
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。

2

年間

3

年間

上半期

48 都市計画課 生産緑地地区事業
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。

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：１００パーセント

上半期

2

年間

49
まちづくり推進
課

新曽中央地区都市
整備事業

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。

物品等

協定に係る建築等を行う際の届出に対
して緑化率の確保を求めるとともに、当
該内容を窓口・ホームページから広く周
知する。

新曽中央地区地区まちづくり協定で定
める緑化率への適合率を１００％とす
る。

上半期

3

年間
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【本庁舎】
上半期

分析実績取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容

年間での目標達成に向けて、順調に
事業を進めている。

紙文書で配布していた鑑文をメール
に添付するなどし、紙の使用量の削
減に努めている。
課内の全担当に再度周知し、電子で
の周知を心がけるよう呼びかけたい。

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。

ＳＮＳでの周知を積極的に行ったこと
に加えて、講座申込者にとって講座申
込フォームの利便性が高かったことが
達成の要因と考えられる。

広報戸田市とtocoぷりで、目標指標を
超える件数の掲載を行った。しかし、
昨年同期比では減少しているため、
引き続き下半期でも環境関連の記事
を発信・周知していく。

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。

　講座申込フォームか
らの申込みは全体の
約23.5％であった。

「広報戸田市」4月1日
号～9月15日号：10件
(情報ガイド10件)
「tocoぷり」+SNS
（facebookなど）：11件

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る
とともに、出前講座において
制度の説明を行ったことで、
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。

工事発注に向け、設計
図書の確認、設計書の
作成等を行った。

芦原小学校天井改修工事
は工事が完了し、喜沢中学
校、新曽中学校の武道場天
井改修工事については、工
事契約を締結し、現在施工
中である。また、戸田東小
学校・戸田東中学校改築等
工事についても、工事契約
を締結し、現在施工中であ

【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】
33件

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
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。

年間10件

上半期

3

年間

講座申込フォームからの申込みを全体
の10％

上半期
3

年間

56 政策秘書室 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

物品等

55 生涯学習課
講座申込フォームの
活用

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

物品等

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。

児童生徒が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」にむけた活動を推
進する。また、環境に対する意識を広
げ、家庭や地域でも学校で学んだことを
生かし、身の回りの人にも環境に優しい
生活を提案できる資質を養う。さらに、
学校版環境ＩＳＯの再更新にむけて,課題
や取組の評価・見直しを行う。以上の取
り組みを教育委員会ホームページで公
表する。

上記取組をホームページで公表し、環
境への意識を啓発する。

上半期

3

年間

下半期に公表予定

紙の使用量の削減、印刷コスト、作業
量、業務負担の軽減（40件）

上半期

2

年間

54 教育政策室
学校指導及びシステ
ムの確立

●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、
伝えてくために、戸田市環境マネジメントシステム
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。

物品等

53 学務課
ごみの発生抑制とリ
サイクルの推進

学校への情報伝達方法の改善 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。
電子データにて周知する際には、鑑文
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。

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 物品等 自転車通行空間整備
現在、設計が完成し発注の段階であ
る。整備に向けて順調に進んでいる。

50
まちづくり推進
課

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

物品等

整備延長　Ｌ＝１１６０ｍ

芦原小学校・喜沢中学校・新曽中学校
において武道場天井改修工事を実施
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。また、戸田東小学
校・戸田東中学校改築等工事（平成32
年度末まで）にて、省エネルギー機器を
導入する。

前年度の耐震診断・改修補助制度の利
用状況等を踏まえ、普及・啓発活動の内
容を見直すことにより、当該制度の活用
を促進する。

本市住宅耐震診断・改修補助制度利用
申請数を年間２戸とする。

上半期

1

年間

上半期
3

年間

改修率100％（３施設／３施設・１施設／
１施設）

上半期

3

年間
52 教育総務課

小・中学校設備の省
エネルギー化事業

小・中学校設備の省エネルギー化事業 物品等
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【本庁舎】
上半期

分析実績取組指標取組内容 評価№
必要な
資源

所属名 施策事業名 事業内容

・新たな運用開始から1年が経過し、所管課で
の混乱等も減少傾向にあり、効率的な運用が
なされている。現在も、必要に応じて各課へ
のフォロー等を実施している。
・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。
上半期に提出された収入調定一覧件数の月
平均は約50件であり、年ベースで比較しても
92.1%の紙の削減に成功した。
・従前、収入調定事務の処理時間は年間288
時間程度と試算していた。新たな運用を開始
し、毎月1時間程度となったことにより、年ベー
スで95.83%の削減となった。

メールボックスによる議員宛て文書の配付を
開始してから４カ月経過したところであり、議
員及び利用者から、利用上の問題点等の連
絡はない状況で運用されている。
簡潔かつ確実で効率的に文書配付業務が実
施されるよう、運用上の問題がないか留意
し、取り組みを進める。

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ことがで
きた。

防災訓練参加者へ備蓄食料の啓発
を、賞味期限が近い防災備蓄食料を
活用し行う事ができた。

わかめご飯4020個を防
災訓練に合わせて自
主防災会へ配布。

・起票後システムに反
映されるまでの短縮日
数(最長31日以内の反
映)を実現した。
・収入調定事務の処理
時間を年ベースで
95.83%削減した。

5月下旬からメールボックス
による議員宛て文書の配付
を開始した。
全議員の文書が、メール
ボックスにより簡潔かつ確
実に文書収受されている状
況となっている。

冊子にされていない過
去の選挙記録を電子
データ化するとともに、
選挙ごとにまとめ市
ホームページに公開し
た。

57
危機管理防災
課

防災備蓄品の廃棄
物減少

●防災備蓄食料品の廃棄物減少

・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。

物品等
人材

賞味期限間近の防災備蓄食料の配布

上半期

3

年間

・起票後システムに反映されるまでの短
縮日数(最長31日以内の反映)

・収入調定事務の処理時間を削減（1年
間の時間を70％削減）

上半期

3

年間

改善後の業務を1年間通して初めて運
用し、取り組みの成果を確認する

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る。また、
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。

58 会計課
「収入調定書兼収入
命令書」業務の改善

会計課での「収入調定書兼収入命令書」の個票に
よる確認事務を廃止し、一覧による一括確認方式
へ見直しを行い、会計課事務を軽減する。　また、
会計課で受取処理をせずとも、起票を行う各所管
課で財務会計システムに金額が反映される等のシ
ステム改修を行い、伝票受取及びシステム反映ま
でに掛かる時間を削減し、全庁の業務効率化を図
る。

物品等

上半期

3

59 議会事務局
議員宛て文書配付
の効率化

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。

物品等

60
行政委員会事
務局

「選挙の記録」の電
子データ化

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。

物品等
人材

平成30年度以降、単年度ごとに電子
データ化する。 年間

メールボックスによる全議員の文書収受
が、定められた運用ルール、配付方法
により行われるよう支援し、運用上の問
題がないか留意し、実効性の高い運用
を目指す。

議員宛て文書が簡潔かつ確実に配付さ
れ、効率的な文書配付業務の継続実施
により、省エネルギー行動を推進する。

上半期

3

年間

従来まで4年に1回の頻度で作成されて
いたものを単年度ごとに電子データ化
し、ホームページ上に公開する体制を整
備する。
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【出先】

上半期

3

年間

4 市民課
戸田公園駅前行政
センター

●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

オンライン回答率5%

美笹支所ガイドの配
布

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

物品等

上半期

3

年間

行政情報化推進事
業

●行政情報化推進事業
申請・届出サービス（電子申請）

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。

物品等

2 情報政策統計
課

委託統計調査事業
・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。

物品等

前年度に引き続き、工業統計調査にお
けるオンライン回答を推進する。これに
伴い、紙の削減及び調査員の負担軽減
を図る。

ホームページ等において、啓発・管理を
行い、利用者の増加をはかる。

電子申請の利用率を前年度比で5％上
昇させる。

電子申請手続到達件数：
2,229件

花壇やプランターに花苗を６
５鉢植栽し、地面の緑化を進
めるとともに、玄関前にも植
木鉢を配置し、緑化活動を推
進した。また、ゴーヤ苗を３０
苗植栽し、緑のカーテンとし
て利用した。

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。

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　7２名(世帯数)
美笹支所ガイドの配布　７０
冊
美笹支所ガイドの配布率　９
７．２％

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９７．２％だった
が、目標を達成できた。

緑化活動については昨年同様
みどり公園課と連携し、また出
張所２階の戸田市観光情報館ト
ビックによる独自の活動も併せ
て、出張所に花や緑が絶える事
のないよう花苗の植え替えや
日々の手入れを行った。
　自転車による荷物運搬は継続
して行い、またそれが困難な場
合でも美笹支所の自動車に便
乗させて頂くなど、環境への配
慮を心掛けている。倉庫の整理
整頓や不要物の廃棄は、出張
所内のレイアウト変更に伴い大
幅に進捗があった。

　職員一人一人が日常的に出張
所の花や緑に関心持つようにな
り、苗の植え替えの時期や手入
れがより適切に行われるように
なった。
　また以前は在庫物品等の重い
物資については独自に自動車を
手配する必要があったが、美笹
支所の車を利用する事でそれも
回避できるようになった。

上半期

実績 分析

花３２鉢や球根３５球を植栽し
た。
ゴーヤの苗１４苗で緑のカーテ
ンを実施した。
樹木の剪定・苅込等を４/１９・６
/７・７/１８・８/１０の月日に実施
し、施肥は状況に応じてその都
度実施した。

上半期で達成すべき取り組みは
完了している。下半期において
も、植栽や剪定等は時期をみな
がら実施して取組指標を達成す
ることで、環境配慮に努めていき
たい。

昨年から継続して市ホームページの維
持・管理を行い、電子申請の利用率向
上を図った結果、今年度上半期は昨年
度上半期(1,105件)に比べて電子申請
手続の到達件数が大幅に上昇した。
下半期についても市ホームページの維
持・管理を継続して行い、取組指標を達
成できるよう努めていく。

オンライン回答率：22.9%

昨年に引き続き、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、一定の効果を上げて
いる。
今年度は、新規事業所もオンライン回
答出来るようになり、利便性も向上して
きている。

花苗を年間１００鉢植える。
緑のカーテンを設置する。

上半期

3

年間

上半期

3

年間

6 東部福祉セン
ター

施設の緑化推進
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。

物品等
花や苗木等の植栽
緑のカーテンの実施

5 西部福祉セン
ター

公共施設における緑
化の推進・緑のカー
テンの普及

公共施設における緑化を推進するため、地表面に
おける緑化だけでなく壁面（緑のカーテン）におけ
る緑化も実施する。

物品等
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

花や苗木等を１００鉢植栽する
ゴーヤ等による緑のカーテンを実施する
樹木の剪定や施肥を実施する

取組指標 評価

引き続き戸田公園駅前行政センター西
側及び２階に設置してある駅への連絡
通路出入口（玄関口）に花壇等の緑化を
実施する。
　また、荷物運搬以外は原則自転車利
用とし、不要物の速やかな廃棄など常時
倉庫等の整理整頓を心がける。

・花苗の植え替えは年２回以上。かつ別
の場所で植える
　事が出来ないかを検討する。
・自動車の利用は月平均４回以下
・倉庫内の整理整頓及び業務スペース
の改善を実施

上半期

3

年間

美笹支所窓口での転入者等に対して、
美笹支所ガイドを配布する。

№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

1 情報政策統計
課

配布率　９２％

上半期

3

年間
3 市民課(美笹

支所)



分野１－管理表　　　平成３０年度　　環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

・園舎と2階ベランダの計３か所に
ゴーヤ、ヘチマ、アサガオを栽培し、
グリーンカーテンを作り、直射日光
の軽減を図った。
・上半期で３回環境集会を実施し、
保護者向けに集会内容を掲示し、
家庭においても節電、節水の理解
を呼びかけ協力を得た。
・会議等で室温管理や節電、節水
への意識づけと共通理解を図った。

・２階のベランダは日差しが強くグ
リーンカーテンや日よけシートを張る
範囲を広げたことで、直射日光を避
けてプール遊びを実施することがで
きた。
・植物や野菜の栽培、環境集会と保
護者への発信は予定通り実施する
ことができた。
・職員及び子育て家庭において、資
源の節約の意識が持てた。

・廃材を使用して、製作物
を作成したり保育に必要な
物を手作りしたりした。
・５月にエコ活動に関する
集会を３歳、４歳、５歳児に
向けて、エコ活動に関する
集会を行った。

・職員一人ひとりが、製作物の作
成に廃材を生かしてごみの削減
に繋げたり、保育の中で取り入
れることで子ども達も楽しみなが
らエコ活動に参加することができ
た。

・植物、野菜の栽培（２回）
・園児に対して環境集会の
実施、保護者へ発信する
ためのボード作り（1回）
・職員会議で計画値の共
有、発信と使用エネルギー
等の報告、協力要請（２
回）

・春に子どもたちと一緒に夏野菜（ナス、オク
ラ、トマト、スイカ）の苗を植え、時期をずらし
てゴーヤの苗を植え、園内緑化を行った。
ゴーヤでは、グリーンカーテン作り保育室前
のテラスに日陰ができた。
・園児向けのごみの分別に関する環境集会
を行い、楽しみながら子ども達にごみの分別
の大切さを伝えた。保護者にも集会の内容
や様子を写真付きのボードで掲示した。
・職員には会議で今年度のエネルギー計画
値を伝え、協力を呼びかけると同時に、使用
エネルギーを伝え、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、子ども達に向
けの環境集会を開いたりしながら、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。

アスベストの除去が適正に
行われた。マスタスケ
ジュール（工程表）及び設
計・契約仕様に従って、当
該工事を実施し、適切な工
期で、設計・仕様どおりに
工事が行われ完成間近で
ある。

当該工事完成時には、アスベストの
除去について、マニュフェストを受領
し、公文書として適切に保管するこ
ととする。また、設計仕様どおり工事
が完了した旨確認できる報告書や
図面等の提出を受け、公文書として
適切に保管することとする。工事は
工程通り行われており、ホールの一
般供用は予定通り再開できる予定
である。工期中、近隣等からの苦情
はない。

・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）

上半期

2

年間

・水の集会の実施（７月）
・会議にて現状を報告し、
資源の節約について意識
啓発を行った。（５～９月）
・保育ボードの作成し、園
での取り組みを保護者に
発信した。（７月）

予定通り上半期に水の集会を実施し、園児
に水の大切さや、節水を意識できるように伝
えた。下半期に電気とガス、ごみの分別につ
いての集会を行う予定である。集会の様子
や園での取り組み等を写真付きの保育ボー
ドを作成し保護者にも情報発信することがで
きた。会議にてこまめに現状を報告する予
定であったがまとめての報告となってしまっ
たので、下半期は定期的に報告し、資源削
減等環境保全への意識を向上させていきた
い。

・植物、野菜の栽培（３回）
・園児に対して環境集会の実施、保護者
へ発信するためのボード作り（４回）
・職員会議で使用エネルギー等の報告
（４回）

上半期

2

年間

12 保育幼稚園課
笹目東保育園

資源の大切さ共有事
業

・園全体で資源の大切さを共有し、削減に努める。 物品等

11 保育幼稚園課
喜沢南保育園

環境に対する園全体
の意識向上

・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
・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
・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

物品等

・植物栽培による園内緑化、グリーン
カーテン作り
・子どもたちに向けて環境集会の実施、
取り組み内容を保護者にもボードで伝え
ていく
・節電、節水を心がけると共に、裏紙、牛
乳パック等資源の再利用を行う

・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
ようにする。
・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。

ISO集会実施（年３回）
廃材の製作（各クラス１回）

上半期

3

年間

・植物や野菜の栽培を行う（年3回）
・園児に対して環境集会を行うとともに保
護者への発信をする（年3回）

上半期

3

年間

10 保育幼稚園課
新曽保育園

限りある資源の大切
さを知らせ、園全体
で意識向上を図る。

・園児にISO集会を通して資源の大切さを知らせ、
環境への関心を持てるようにする。
・牛乳パック等の廃材を利用し、保育教材として再
利用することでごみの削減に努める。

物品等

9 保育幼稚園課
下戸田保育園

資源の大切さや活用
を園全体で共有し、
意識向上を図る

・緑化に取り組み節電に努める。
・ごみの分別の仕方やリサイクルについて園児に
伝え、物の大切さを知らせていく。
・保育ボード等を利用し、保護者にも資源の大切さ
を伝えていく。

物品等

・園児とゴーヤ、アサガオを栽培し、グ
リーンカーテンを活用した節電にて、使
用電力の維持に努める。
・集会や教材を通して園児に資源（水や
物）の大切さや節約の仕方を伝えたり、
保護者にも掲示することで理解を図る。

感染症対策として、デング熱の感染源で
ある蚊の発生防止のため、施設周囲の
見守りを行い、雨水の溜まるゴミの撤去
を継続する。

週1回及び降雨後に施設周囲の見回り、
ゴミの撤去を行う。

上半期

3

年間

週1回、施設周囲の見回
り、雨水の溜まるゴミの撤
去を行った。

週1回、施設周囲の見回り、雨水
の溜まるゴミの撤去を実施し、蚊
の発生を防止し感染症対策に貢
献できた。

アスベストの除去について、マニュフェス
トを受領し、公文書として適切に保管す
ること。設計仕様どおり工事が完了した
旨確認できる報告書や図面等の提出を
受け、公文書として適切に保管するこ
と。適切な工期で工事を完了し、設備の
一般供用を再開すること。工期中、近隣
等からの苦情には適時適切に対応する
こと。

上半期

3

年間

8 福祉保健セン
ター

感染症対策事業 感染症対策事業 物品等

7
福祉総務課
（新曽福祉セ
ンター）

安心安全なホール利
用環境の創出

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
吹き付けられているアスベストを除去し、有害物質
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。

物品等
資金

アスベストの除去について、処分に至る
まで適正に行われたことを確認する。マ
スタスケジュール及び設計・契約仕様に
従って、適正な手順で特定天井改修工
事を実施し、適切な工期で、設計・仕様
どおりに工事を完了し、特定天井の耐震
化を実現する。



分野１－管理表　　　平成３０年度　　環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

戸田市農業研究会による
技術指導を６回（予定７
回、うち１回は雨のため中
止）実施した。枝豆、トウモ
ロコシ、なす、キュウリ、玉
ねぎ、ジャガイモ、ニンジ
ン、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。

給食センター及び市内単
独調理場設置校の提供給
食について給食実施日の
毎週水曜日に実施し測定
結果をホームページで公
開した。

・電気以外の目標値をクリアす
ることができた。
・牛乳パックの再利用を80パー
セント達成。
　（親子図書ルームに置くテーブ
ルを3台作成)
　　牛乳パック160個使用

・今後もエネルギーの大切さを職員や
子ども達にも知らせていきたい。
・牛乳パックを使用したテーブルを作成
し、親子図書ルームに利用している。保
護者にも廃材利用していることを知らせ
る良い機会となっている。今後も園児帽
子入れや上履き入れ等を作成し、資源
の再利用に努めていきたい。

・集会にて子どもと環境について
（水、電気、残飯等）の話をしたり、
一緒に考えたりする時間を持った。
また、環境についての絵本を読む
等し、わかりやすく伝えるようにし
た。（３回）
・職員には、会議等でエネルギー使
用量を報告し、省エネを意識できる
ようにしたり、具体的にどのような面
で節水、節電等ができるかを話し
合ったりした。（３回）
・調理師と連携して継続している『ぱ
くぱくもりもり賞』を通し、子どもたち
に残さず食べることの大切さを伝え
た。保護者へも、集会の様子と共に
『ぱくぱくもりもり賞』の賞状も掲示を
し発信を行った。（集会２回、ぱくぱく
もりもり賞６回）

・集会は主に幼児に向けて行っ
ているので、行事前等忙しい時
期の集会を避けているため、予
定より少なくなっている。
・職員に対しての報告回数は集
計を取るのが遅れたため未達成
だが、報告だけではなく、節電、
節水等の具体的な対策を会議等
で話し合うことで、意識付けがで
きたと考える。

今年度４月～８月までの残
飯量は１日当たり約４．１
kgであった。

４月～５月の残飯量は其々約３、７㎏、
６月～８月の残飯量は平均約４、５㎏と
大幅に増えたことから、今夏の猛暑によ
る園児の食欲減退が考えられる。また、
夏季保育中に、園児の登園数が減った
ことに伴い、残飯量が増えたと思われ
る。

給食センター及び市内単独調理場設置
校の提供給食について給食実施日の毎
週水曜日に実施し測定結果をホーム
ページで公開する。

学校給食が放射性物質に対し安全安心
であることを示すため、放射性物質の測
定を実施し結果を公表する。

上半期

3

年間
目標は達成できている。

春から初冬まで野菜の栽培を行い、戸
田市農業研究会による技術指導を実施
（年間10回）

上半期

3

年間

18 学校給食課
学校給食センター管
理運営事業

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

物品等

17
教育政策室
（教育セン
ター）

ステップ教室事業

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。

物品等
人材

ステップ教室の体験授業として、農業活
動を実施し、児童・生徒が自然に親しむ
機会を提供する。

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。

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95％以上の件数
で実施する。

上半期

3

年間

今年度上半期対象発注済
工事　計６件の内　６件す
べてが取組内容及び指標
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。

２８年度と比較し、７％減を目標とする。

上半期

1

年間

16 土地区画整理
事務所

宅地整備事業
公共工事施工における、環境配慮をした設計の実
施

人材

15 保育幼稚園課
笹目川保育園

生ゴミとなる残飯削
減事業

食事を楽しくよく食べ、生ゴミとなる残飯を減らす。 人材
毎日の残飯の量を計測し、食材の無駄
をなくすと共に、生ゴミの量を減らしてい
く。

●園児へ、ごみの分別の仕方や資源の
大切さを伝え、物を大切にする心が育つ
ようにしていく
●節電、節水に心がける
●保護者へ発信するためのボードを作
成し、園での環境に対する取り組みを伝
える

●園児に対してごみの分別の仕方や資
源の大切さを伝える集会を行う（年７回）
●会議の中で使用エネルギー量を報告
し節電、節水を意識できるようにうする
(年12回)
●保護者へ発信するためのボードを作
成する（年４回）

上半期

2

年間

.・節電や節水等に心がけ、目標値をクリ
アする。
・牛乳パックを教材等に再利用する。
（200個）

上半期

3

年間

14 保育幼稚園課
新曽南保育園

新曽南保育園環境
意識啓発事業

●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

物品等

13
保育幼稚園課
上戸田南保育
園

環境意識の向上
・職員や子どもに環境に対する意識の向上を図
る。

物品等

・緑化活動を通して、自然に触れながら
大切さを伝え、自然物を利用して遊んだ
り体験したりする。
・資源（水や電気等）の大切さを伝え、節
約等の利用方法を職員や子どもたちに
周知していく。



分野１－管理表　　　平成３０年度　　環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

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①９５回②４１回③２
６回

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

年間の取組指標65件に対
して、上半期の補助申請
件数は71件であった。

例年と比較すると、今年度は申
請件数が多くなっている。引き続
き周知していきたい。

５月に１８株、７月に２４株
をセンター出入口に植栽し
た。６月には３０株を３階
ウッドデッキに植栽した。

計７２株を植栽し、上半期として
の取組指標を達成した。
苅込については下半期に行って
いく。

更新に向け物品売買契約
書を平成３０年７月６日付
けで契約済み。

平成３１年２月までの納品に向けて契約
も完了し計画とおり取り組みができてい
ます。なお、上半期においては契約も既
に結んでおり、納品のみの為、全体の５
０％クリアと判断し、評価を３としていま
す

市民を対象に水洗便所改造資金補助を
実施。
公共下水道への切り替えについての周
知活動。

補助件数
平成30年度補助目標件数65件

上半期

3

年間

①年度内　２１０回
②年度内　　６０回
③年度内　　４５回

上半期

3

年間

25 上下水道経営
課

公共下水道への切り
替え促進事業

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

物品等
資金

24 西部分署
消防・救急体制の充
実、火災予防の推進

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
害を防除し、及び被害を軽減するほか、災害等に
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。

物品等

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

①消防訓練、火災予防運動を通して市
民の防火意識の向上を図り火災件数の
減少に努めます。
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。

①啓発活動（消防訓練、火災予防広報
等）の実施。また、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。
②各種災害による被害を最小限にとど
めるため、災害対応能力・技術向上の為
の訓練を積極的に実施する。（年250回）
③節電と資源ごみ有効利用の為ごみの
区分明確化の徹底（365日）

上半期

2

年間

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。火災出動
１２件（昨年同時期１３
件）。
②勤務毎に訓練を実施し
ている。各種災害出動９８
件。
③電気使用量に目標値を
超えてしまった月がみられ
る。ゴミの分別化や再利用
は徹底して実施している。

各隊で訓練を継続的に実施して
いることで個人、及び隊の知識・
技術は向上しており、啓発活動を
精力的に実施し火災出動件数の
減少にもつながっている。
電気使用量の増加にあっては今
夏の酷暑が原因と考える。

船外機の更新（平成30年度　１台更新予
定）

上半期
3

年間

23 消防署　東部
分署

消防署　東部分署
施設方針書

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。

物品等
人材

22 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船
外機の購入。

年間１３０株
低木の苅込

上半期

3

年間
21 市民医療セン

ター　総務課
市民医療センター管
理事業

外構やテラスに季節の草花を植栽し、景観の美化
に努める。

物品等 草花の管理及び植栽

①　観察フィールドにおける希少植物の
保護、育成
②－１　自然観察と保護をテーマとして
講座の実施
②－２　小・中学校博学連携授業・事業
支援の実施
③　館内展示用照明のLED化

①　希少植物の植生管理と啓発活動実
施
②－１　30講座
②－２　小・中学校博学連携授業　12校
　　　　　授業支援　20回
③　館内展示用照明のLED化

上半期

2

年間

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
②－１　上半期講座実施数／計
画数 　15／16
②－２　小学校３年生センター
授業　12校／12校、サイエンス
サポートプログラム実施　延べ
12校
③展示用照明LED化の検討（下
半期実施予定）

①　上半期は例年より気温が高く、通常繁
殖する植物がマメ科の植物におされ出にく
い傾向があった。台風が多く、風によるもの
か、希少植物のタコノアシの育成域が今ま
でにないエリアにも見られた。除草の効果
か、池のヒシが予想以上の繁殖を見せてい
る。
②－１　台風の影響で一部の講座を中止し
た。
②－２　小学校３年生センター授業は予定通
り実施できた。サイエンスサポ－トプログラ
ムは、天候不順により屋外学習が1校中止さ
れた以外は予定通り実施できた。

年間１００株以上の植栽

上半期

3

年間

６月に協働推進課よりいただ
いた花苗１６株を花壇に植
栽。
７月に以前植栽した朝顔、ひ
まわりの種子が取れたため、
各５０植栽。
８月に環境推進員が所持して
いた、花の種子を２０植栽。

１０月１日現在、１３６の植栽を完
了した。下半期は、設備改修工
事のため、植栽はできないが工
事業者が、花壇の管理をしてい
ただける予定。

20 図書館・郷土
博物館

彩湖自然学習セン
ター管理運営

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

物品等
人材

19 図書館・郷土
博物館

図書館・郷土博物館
敷地内緑化事業

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

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、緑あふ
れる図書館・郷土博物館を目指す。
（秋以降、設備改修工事により、休館予
定のため、取組指標を引き下げる）



分野１－管理表　　　平成３０年度　　環境施策・事業計画管理表

【出先】
上半期

実績 分析取組指標 評価№ 所属名 施策事業名 事業内容
必要な
資源

取組内容

上半期発注工事件数 ８件
内、新材料(GX管)布設時
の掘削土量 1,580.4㎥
鋳鉄管による想定掘削土
量             1,735.6㎥
よって9.1％の土工削減と
なった。

上半期工事では目標の5.5％を
達成することが出来た。下半期も
環境に配慮した工事施工に努め
ていきたい。

・設計段階では、再生材の使用により環
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
機種を採用する。
・整備率９１．２１％

汚水整備事業を実施することにより、河
川の水質汚濁の改善となります。下水道
整備率１００％

上半期

2

年間

・設計段階で、再生材の使用を
考慮し、環境負荷の低減に取り
組んだ。
・工事では、排ガス、低騒音型
の機種を採用した。
・整備率については、現在工事
中である。

・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。

掘削土工の鋳鉄管布設時の数値と実績
値を比較し5.5％の削減を目標とする。

上半期

3

年間

27 下水道施設課
公共下水道汚水整
備事業

●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。

資金

26 水道施設課 掘削土工削減事業

配管工事に伴う掘削土工の削減

・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。

物品等
人材
資金

配管工事に伴う掘削土工の削減



ＮＯ 所属名 事業名 取組内容 取組指標 実績 分析 処置

1 環境課
生ごみ処理機購入
費補助事業

生ごみを自家処理と
することによる廃棄物
の減量

生ごみ肥料化容器　　　 　５基
電気式生ごみ処理機　　１０台

コンポスト型容器　　　　 １基
電気式生ごみ処理機　　５台

生ごみ肥料化容器は、実績が１基の
みであった。必要な家庭はすでに購
入している、廉価なものがある等の
理由により目標を大きく下回る結果
となった。
電気式生ごみ処理機は、実績が５台
であった。必要な家庭はすでに購入
していることなどが考えられる。

生ごみ肥料化容器や電気式ご
み処理機の補助について、広
報に掲載するなど告知してい
きたい。

2 まちづくり推進課 耐震診断・改修事業

住宅の耐震に関する
知識及び本市の既存
住宅耐震診断・改修
補助制度について、出
前講座・広報・ホーム
ページ等から広く周知
し、当該制度の活用を
促進する。

本市住宅耐震診断・改修補助制
度利用申請数を年間２戸とする。

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
配布及びホームページでの市
民へ掲載、並びに広報誌への
掲載回数を増やすこと等によ
り制度の周知を図る。

3 行政委員会事務局
「選挙の記録」の電
子データ化

冊子にされていない過
去の選挙記録を電子
データ化する。

平成23年度から平成28年度の記
録について電子データ化し、ホー
ムページ上で公開する。

冊子にされていない過去の選挙記
録を整理し、ホームページ上で公開
できるように努めたが、公開に至ら
なかった。

冊子にされていない過去の選挙記
録を整理し、ホームページ上で公開
できるように努めたが、急遽衆議院
選挙を執行することとなったため、公
開に至らなかった。現在早急に公開
できるように準備中である。

冊子にされていない過去の選
挙記録（平成23年度～平成28
年度）を整理することができた
が、公開にまで至らなかったた
め、早急にデータの整合性を
確保するとともに市ホーム
ページで公開できるよう努め
る。

平成２９年度年間不適合一覧（分野１） 資料3

20583
長方形



平成２９年度年間不適合一覧（分野２）

ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

1 庶務課 用紙印刷量

平成２９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市町の協議会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。

　印刷の際には、裏紙使用もしくは両面印刷を徹底し、でき
るだけ２in１で印刷するよう課内周知する。
　また、起案の際には、起案内容や添付ファイル等について
システム上で確認できるものについては、原則ペーパーレス
で運用するよう周知する。
　併せて、毎月の印刷枚数を課内で共有し、印刷に係る必要
性等に対する意識を向上させていく。

2 資産管理課

電気使用量
都市ガス
水道使用量
用紙印刷量
車両燃料消費量（ｶﾞｿ
ﾘﾝ）
走行距離（軽貨物
車）

・電気及び都市ガス使用量については、冬場の寒さへの空調機
の使用が増えたことによるものが主な原因と考える。
・水道使用量については、配水管の不具合による調査で多量に
使用したことによるものが主な原因と考える。
・用紙印刷量については、上半期よりは削減できたが、業務によ
る大きな偏りはなく全体的な業務量の増加が原因で計画値を超
えてしまったと考える。
・車両燃料量については、下半期はイベント等での使用や市長
選対応等により燃料消費量が増えたと考えられる。
・走行距離については、リース車両の切り替えにより、軽乗用車
が減り軽貨物車が増えたことによる影響である。

・電気及び都市ガス使用量については、空調機の不具合に
よる影響もあったと思われるため、効率良く運転されるように
なったので、来年度は改善されることが見込まれる。
・水道使用量については、配水管の不具合によるものであっ
たため、来年度は改善されることが見込まれる。
・用紙印刷量については、職員番号毎の使用量調査もした
が、目立った偏りはなく、業務量の増加に伴うものと考えられ
ることから、１人１人の日々の小さな積み重ねにより少しずつ
でも改善していく。
・車両燃料量については引き続き公共交通機関や近距離移
動の際の自転車利用を促進していく。
・走行距離については、車両の種別によるものなので車両全
体としてみれば計画値を達成しているが、車両燃料量と同様
に引き続き公共交通機関や近距離移動の際の自転車利用
を促進していく。

3 入札検査課 用紙印刷量

上半期では、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
等における出力が度重なり、計画を大幅に上回ってしまった。
下半期は、課内で用紙印刷量の増加及び問題解決に向けて周
知をおこない、取り組みを進めてみたが、その他の資料作成、
関連各課への配布量を減らすことができず、結果、計画を超過
してしまった。

資料作成等においては2in１印刷を徹底することとし、文書の
確認については、印刷を極力避け、パソコン画面での確認を
進めることで最大限、用紙削減に努める。また、事前に計画
値の変更を依頼し、適切な計画の中で目標達成に取り組み
たい。

4 税務課 用紙印刷量
年間では用紙印刷量の目標達成ができなかったが、下半期に
抑制できた要因としては、分野１で目標としている２in１を積極的
に活用し、用紙削減を意識しているものと考えられる。

下半期においては、用紙使用量の目標達成ができたのだ
が、年間では使用量の計画を達成することができなかった。
来年度においては、年間を通して目標達成ができるよう、
2in1印刷の積極的活用や電子回覧の徹底、新規配属職員
への環境への課の取り組みの説明などにより削減に努めて
いきたい。
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5 協働推進課 用紙印刷量

年間スケジュール等を十分に把握するとともに、印刷量に関して
課内で定期的な情報共有を働きかけていく。
また、これまで同様、資料の簡素化や電子媒体の活用、裏紙利
用の徹底をさらに図っていく。

資料の簡素化や電子媒体の活用、裏紙利用の徹底、印刷
量の課内共有については、課内職員に十分浸透してきてい
る。
一方で、上記のとおり、近年、やむを得ず大量の印刷が必要
な業務が複数あることから、現在の目標値は現実的には達
成不可能なものであり、来年度においては、印刷量の削減に
資する取組と併せて目標値の変更を検討していく。

6 防犯くらし交通課 用紙印刷量
使用量が目標値を上回った理由としては、条例の作成に係る事
務に関する資料の作成、及び講演会等の実施に関する資料や
チラシを一部自課で印刷したことによるものと推察される。

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。

7 文化スポーツ課 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。
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
に提出するものが多いため、目標達成に至らない。

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
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。

8
戸田公園駅前行
政
センター

水道使用量
水道使用量については漏水自体もさることながら、発見及び対
策が遅れたことも未達の原因と思う。

水道使用量について、戸田公園駅前行政センター施錠時の
点検や確認、特に漏水音やトイレの水筋の有無の確認等を
徹底したいと考える。本年度の水道使用量超過の主原因は
漏水であったが、発覚直後は全ての水道使用を止めた上で
量水器のパイロットを調べたにも関わらず異常は発見できな
かった。その為、毎日の戸締り及び点検の際に漏水音がな
いかどうか、出張所で唯一の水道使用であるトイレにおいて
水筋がついていないかどうか等を常に目視で確かめるなど、
暫くは経過観察する。また、年々来館者数の増加による要因
も考えられることから、節水対応も実施していく。

9 みどり公園課 用紙印刷量
下半期は、上半期に引き続き、一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の打ち出しや桜づつみ測量
業務委託の発注業務の遂行のために印刷量が増えた。

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
低限の印刷となるよう心掛ける。また、可能なものについて
は両面２in１での印刷を徹底する。さらに、十分に精査してか
ら印刷するようにする。
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10 生活支援課 用紙印刷量 職員個々の意識改革に基づくものと推察します。

用紙使用量については、毎年度、上半期よりも下半期の方
が多く使用されているが、下半期においては、上半期の反省
を生かし、職員が意識して２ｉｎ１等行ったことにより抑えるこ
とができた。しかしながら、年間の計画値を上回ってしまった
ことから、引き続き、職員に徹底し、用紙の使用量の抑制を
図っていく。

11 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
更新年度のため、会議が例年より、４倍程度あった。その会議
資料等を大量に印刷したことが原因としてあげられる。

来年度は、昨年度策定した計画の進捗状況の把握などをす
るため、ある程度用紙印刷量が増えるものの会議の開催回
数が例年通りとなるため、用紙印刷量は抑えられると考え
る。

12 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。

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。

13 保険年金課 用紙印刷量

平成29年度は国保の広域化、平成23年度以来の国民健康保険
税率の見直し及び平成30年度からの2本の計画書の策定を行っ
たため、国・県から送付される大量の資料の取り扱いや、議会
への説明、国保運協での審議資料など、業務として必要な印刷
を行ったことにより、計画値を超過したものである。

　平成29年度は国民健康保険において大きな動きがあり、
用紙印刷量は計画値を超過したが、無駄を省いた上での業
務に必要な印刷量であった。平成29年12月に平成30年度か
らの国民健康保険税の改正が決定し、その後の2月3月の印
刷量については月の目標値内で抑制された。
　平成30年度は広域化が開始し、29年度の準備段階ほどに
は用紙印刷量は伸びないと想定される。しかし、広域化によ
る従来と異なる処理の際に印刷量が増える可能性があり、
できる限り共有文書扱いとしてPC内閲覧で済ますよう課内
全員で意識を高く持ち用紙印刷量の削減に努めたい。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

14 西部福祉センター

電気使用量
水道使用量
用紙印刷量

電気使用量は、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。
水道使用量については、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が前年度より増
えており、それに伴い風呂の利用も増えたことで、水道使用量
が増となったと思われる。
用紙印刷量については、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増加したこと、ま
た、施設利用件数が昨年度より増え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。さらに、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。

電気の使用量については、エアコンの設定温度の調整に努
めているが、年々季節の冷暖の温度差が激しくなる中、利用
者の要望に応えての結果ではあるが、環境の面からも来年
度は節電を呼び掛けていきたい。さらに、目標値の見直しも
視野に入れたい。
水道使用量も、風呂利用者に対し節水を呼びかけている
が、利用者も増えていることから水道使用量についても目標
値を見直すことで検討したい。
用紙の印刷量については、予約システムの印刷量増加もあ
り、29年度に計画値を見直したが、増加をしているため、印
刷量の節減に努めるとともに、さらなる目標値の見直しも含
めて検討したい。

15 東部福祉センター

電気使用量
都市ガス
水道使用量
用紙印刷量
走行距離（軽貨物
車）

電気・都市ガス使用量：今年度は異常気象による気温の変動が
激しく、夏期の冷房や冬期の暖房使用が電気使用量の増加に
繋がった。
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
が増えたことから水道使用量が増加した。
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加した。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
の印刷物が増加し、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加した。

電気使用量：当館は県から「まちのクールオアシス協力施
設」に指定されており、熱中症予防のために市民の利用が
多く、冷房の使用を減らすことは難しい。なお、施設利用者に
対しては、環境配慮への理解を求め、設定温度の調整等を
行っていく。
都市ガス使用量：夏期の冷房や冬期の暖房使用を極力控え
る。
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求めていく。
用紙印刷量：施設利用者の利用状況から用紙印刷量が増
加す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

16 新曽福祉センター
灯油
用紙印刷量

灯油使用量については、館内の暖房や風呂の給湯の使用に影
響しており、昨年度の実績値23,690Lに対し、今年度は約12.5％
削減できたものの結果として計画値を下回ることができなかっ
た。これは、ホールの改修工事に伴いホールの使用を停止した
ことにより灯油の使用量が一時的に減ったと思われるが、昨年
度より今年度は風呂の利用者も増加しており、灯油使用量は
年々増える傾向にあることから、結果として計画値を下回ること
はできなかったと思われる。
用紙印刷量については、計画値を大幅に超える結果となった。
これは、大規模なホール特定天井のアスベスト除去・耐震化改
修工事の設計に際し、設計書及び図面の作成に多量の用紙が
必要になったことや、福祉センター施設の使用料の有料化に関
する資料作成にも多量の用紙が必要になったことから、計画値
を大幅に超える結果となったと考えられる。

灯油使用量に関しては、暖房温度の調整を行うことにより使
用量の節約に努めているが、施設利用者からの設定温度の
上昇を求める声や温風の吹出し量の増量を求める声等があ
り、灯油使用量のさらなる低下は難しい状況にある。した
がって、今後の対応として計画値の見直しも視野に入れてい
きたい。
用紙印刷量に関しては、来年度も別途、下水道の修繕工事
を予定しており、そのための設計書や図面の作成等で用紙
の使用量が増加すると予想されるが、その他の事務におい
て、極力電子化を心がけるように職員に対し理解を求めてい
きたい。
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17 福祉保健センター

水道使用量
用紙印刷量
車両燃料消費量（ｶﾞｿ
ﾘﾝ）
走行距離（軽貨物
車）
走行距離（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。夏
の暑い時期、冬の寒い時期はエアコン使用量が増える為、電気
使用量が計画値を上回ってしまうと考えられる。
水道使用量については、目標値を上回った6、7月は天候の影響
により屋上緑化の自動散水が雨水不足により水道水の使用が
多かった可能性があると考えられる。2、3月の使用量の上回り
については原因が不明である。
用紙印刷量については、福祉総務課の一部業務が福祉保健セ
ンター内に移ったことや、がん予防啓発イベントなど新規事業の
周知・準備等、業務量が増加したことなどから、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。

以下目標を達成していない内容について職員に研修等によ
り周知し、一人一人が環境に優しい行動に心がけるようにす
る。
①用紙印刷量については、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
し用紙印刷枚数の削減を行うこと。
②車両については、職員の移動はできる限り、徒歩や自転
車、公共交通機関を利用すること。
③水道使用量については　2月、3月の水道使用量のみ計画
値を大幅に超えているため、節水に心がけること。

18 こども家庭課 用紙印刷量

年間を通して、各種サービス受給対象者が目標値設定時の想
定よりも増加したことによるものと思われる。
.また、マイナンバー制度の本格稼働により、窓口でのマイナン
バー収集頻度がさらに増加したこと、年度末にかけて各種事務
の報告（国・県に対する補助金等事業の報告や、児童相談の増
加に伴う児童相談記録簿の作成）に伴う用紙出力が増加したこ
となども要因と考えられる。

職場内で用紙印刷量が増加している現状を共有し、窓口受
付時の保険証等添付書類の印刷時には２in１を徹底する。
また、必要枚数の精査を引き続き呼びかけていく。

19 児童青少年課 用紙印刷量

用紙印刷量について、青少年団体の会議数及び配布資料部数
の増加、各事業の周知チラシ枚数の増加等により、印刷枚数が
増加し、計画値を上回る月が多くなり、年間合計としても上回っ
てしまい、目標達成することが出来なかった。

会議数の増加や周知チラシは避けることが出来ない面もあ
るが、今一度種類や印刷枚数を精査し、必要最小限の印刷
となるよう努めていく。

20 下戸田保育園
電気使用量
水道使用量

・電力では空調を修繕したことや職員の意識の定着により下半
期は節電維持に努めることができたが、年間数値はオーバーし
た。
・ガスヒーター等最低限の使用であったが、温度設定やドアの開
閉等環境の見直しをすることで今後数値減少が期待できる。
・裏紙の活用は定着し、パソコン内で情報を共有したりページ集
約を周知しているが、新たな事業(絵本の取り組）及び卒園入園
準備で大幅な印刷量となった。また業務の効率化を図るために
印刷頻度が高くなった

・電力については上半期に修繕したことで下半期は数値は
維持しているので、継続して節電維持に努める。
・印刷枚数の削減として、パソコン内で情報を共有やページ
集約を徹底し、効率化を図りながらも印刷内容を見直してい
く。また、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 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

21 新曽保育園

電気使用量
都市ガス
水道使用量
用紙印刷量

・電気・水の使用量については、こまめに消す等職員に周知し、
園児にも水の大切さや使い方を知らせてきたことで、意識して使
用するようになってきたが、周知徹底出来なかった。また、1月の
寒波の影響で水道管の破裂があり、凍結防止の為、約半月間
水を少しずつ出していた時期もあり計画値を上回った原因の一
つと考えられる。
・エアコンについては,温度の設定やこまめに消すことを周知し、
実行してはいたが削減には繋なげることができなかった。特に
事務所は、5月下旬頃から室温が30度近くなり、園庭の砂が入
ることから窓が開けられず、早くからエアコンを使用することも計
画値を上回った原因の一つと考えられる。
・用紙印刷量については、必要さを考えたりA4の印刷物を2枚一
緒にしてA3で印刷する等意識してきたが、急な印刷等もあり減
らす事が出来なかった。

・会議等で周知してきたが、すべて実績値が計画値を上回っ
てしまった。一人一人の資源に対する意識は高まってきたい
るが、設定温度やこまめに気付いて消すということへの意識
をさらに高めることが必要と感じる。今後も一人一人が意識
が高まるような取り組みをし、職員が見本となって園児ととも
に今後も取り組んでいきたい。
・子どもを通して、園での取り組みを家庭に知らせ一緒に資
源の大切さを共有できるように取り組んでいきたい。
・エアコンの使用を少しでも削減する

22 喜沢南保育園
電気使用量
都市ガス
用紙印刷量

・各保育室の電気、エアコン、ホールエアコン（GHP）４基の使用
頻度の高さ、湯水や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。不必要な電気をこまめに消すこと、定期的にエ
アコンのフィルター掃除を心がけ、節電等を心がけていきたい。
また、用紙については、２月の研究実践報告会の資料を、全園
分印刷したために超過してしまったと考えられる。

・電気とガスの使用量が、年間を通して計画値を上回ってし
まいました。使用量を定期的に職員に伝え、ホールエアコン
（GHP)は４基全てを使うのではなく、１基か２基を使用する、
暖まったら消す等使用削減に努めていきたいと思います。電
気については不必要な電気はこまめに消す、エアコンのフィ
ルターを定期的に掃除する等、無駄な使用がないかを振り
かえると共に、職員への意識づけ、周知が必要と思われま
す。用紙については、コピー方法や枚数を工夫し、裏紙使用
を心がけていきたいと思います。

23 笹目東保育園
電気使用量
LPガス

・電気については、室内のこまめな消灯を心掛けてきたが、冷
房、暖房共に、エアコンの効果が薄く、設定温度を低く設定して
しまったことが、計画値を上回ってしまったと考える。
・ガスについては、電気の使用量を抑えるために、ガスストーブ
の利用を増やしたことが、計画値を上回る結果となってしまった
のではないかと考える。

・引き続き、園児に資源の大切さや使い方等を知らせる機会
を作り、また職員に対しても電気、ガス、用紙の節約への意
識を高め、心掛けるよう周知していく。

24 上戸田南保育園
電気使用量
都市ガス
水道使用量

・電気使用量はこまめに室内の電気を消す等、節電に心がけ、
ガスストーブと併用して暖房を効率よくするなど工夫をしてきた。
猛暑や大雪など室内温度管理で節約できない電気使用もある。
・朝、水道の臭いが強く、飲料することから水を流し臭いを取って
から使用していたため、水道量が多くでた。（流した水は溜めて
水まき等に使用した）

・電気使用量が年間を通して大幅に目標値をクリアすること
ができなかった。削減できない電気使用もあることから、こま
めに電気を電気を消すことや、新たな節電の方法を検討して
いきたい。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

25 新曽南保育園
電気使用量
LPガス
用紙印刷量

電気使用量に関しては、下半期にボイラーが故障しエアコンを
多く使用していたことが原因と考えられる。ガス使用量に関して
は、下半期気温が下がり、ガスの使用が増えたことが原因と考
えられる。用紙印刷量は下半期、卒園関係、入園関係の印刷が
増えたことが原因と考えられる。灯油使用量に関しては、ボイ
ラーが1月に故障し使用ができない時期があった為、1月の使用
量が目標値より大幅に少なくなったことが原因と考えられる。水
道使用量に関しては、園児や職員に対して節制を呼び掛けてき
た為だと考えられる。

電気・ガスの使用に関しては、保育の中でも無駄のないよう
見直し、職員に対しても節制を周知して、適切に使用してい
きたい。用紙印刷量に関しては、職員に対して無駄な印刷が
ないよう周知し、枚数の確認や印刷等の仕方も工夫し、適切
に使用していきたい。

26 道路河川課
用紙印刷量
車両燃料消費量（ｶﾞｿ
ﾘﾝ）

用紙印刷量については、国や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。
また、ガソリン消費量については夏の台風等による現場対応、
冬の大雪による現場対応等が増加したことによりエアコンの使
用が多くなってしまったため、目標を達成できなかったと考えら
れる。

用紙印刷量については、両面印刷や２in１印刷を活用して
ページ集約を進めるとともに、会議資料等は必要最低限の
印刷とし、用紙印刷量の削減に取り組んでいきたい。
ガソリンの消費量については、夏場は暑さ対策で窓を開け、
冬場は寒さ対策で厚着をすることでエアコンの使用回数を減
らしたり、現場が近い場合は自転車を利用するなどして、目
標達成に向けて取り組んでいきたい。

27
土地区画整理事
務所

電気使用量
用紙使用量

・電気について、職場環境(建物構造上)から、夏は暑く、冬は寒
い。年度当初から節電を呼びかけてはいたが、職員の体調管理
の観点から節電にも限界があり、結果、目標値を超えてしまっ
た。
・上半期の時点で目標値を超えてしまっていたので、使用量に
ついて呼びかけを行った結果、下半期においては、使用量の抑
制に努めることができたが、年間を通してみると、目標値を超え
てしまった。

・電気：使用量に一番影響するのが、エアコン。体調管理に
各自留意していく中での節電を心がける。
また、それ以外の電気(照明等)についても引き続き節電を意
識する。
・用紙：下半期には用紙使用量の抑制(印刷ミスの徹底)効果
が数値としても表れてきているので、引き続き実行すること
で、抑制に努める。

28 教育総務課 用紙印刷量
戸田東小学校・戸田東中学校の建て替えに伴う住民説明用資
料の印刷等が原因と考えられる。

会議資料印刷時のページ集約（2in1など）の実施や電子デー
タでの情報共有など無駄を省く取り組みを実施する。

29 教育センター 水道使用量

教育センターの空調の大規模修繕工事を１２月から２月にかけ
て実施したことにより、トイレを使用する人員の増加や工事に使
用するための水の使用量が増加したため目標値を超過したと考
えられる。

水道使用量については、手洗いや植栽への散水の際に、こ
まめに蛇口を閉めるなど、全職員で共通理解を図って使用
量削減に取り組んでいきたい。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

30 学校給食課

電気使用量
水道使用量
用紙印刷量
車両燃料消費量（ｶﾞｿ
ﾘﾝ）
走行距離（軽乗用
車）

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、電気使用量、温室効果ガス排出量については給食数の増
加、給食センターが委託化となるため、増加している。

車の燃料、走行距離については、近隣の学校については、
自転車の活用を行い、使用頻度を減少させる。用紙印刷に
ついては電子メール等の改善が見られているため、無駄の
ないように取り組んでいくとともに、内部資料等については、
２in１を活用していく。水道使用量、電気使用量、温室効果ガ
ス排出量については、業務上やむを得ない場合もあるが、無
駄のないように、呼びかけていく。

31
図書館・
郷土博物館

用紙印刷量
車両燃料消費量（ｶﾞｿ
ﾘﾝ）
走行距離（軽乗用
車）

用紙使用量は、次年度の設備改修等、定例の契約業務なども
あり使用量が増えてしまった。
図書館の公用車は、ほぼ毎日のように本庁に行くため、走行距
離がかさんでしまう、自転車も利用しているが、大きな荷物や雨
天などがあるとどうしても公用車に頼ることとなってしまう。その
ため燃料費も増えてしまい超過してしまった。

用紙使用量は、若干オーバーしてしまった。講座の資料等を
検討する。内部向けの資料は、両面及び２in１にするなど工
夫をはかり、抑制していきたい。走行距離も安易に公用車に
頼ることなく、徒歩、自転車移動を心がけて来年度も各項目
について無駄なことをしないように対応していき、図書館・郷
土博物館は市民が利用する施設なので市民に依頼できると
ころは、市民にも協力をお願いしていきたい。なお、大規模改
修工事も控えているので、来年度は目標値なども見直しして
いきたい。

32
彩湖自然学習
センター

用紙印刷量

用紙使用量は、1月から3月まで国による施設改修に伴う臨時休
館を急遽実施することとなったため、調整会議及び休館のお知
らせを実施するため会議資料と啓発チラシを多数作成したこと
で一時的に使用量が増加したものです。電気使用量、水道使用
量、車両燃料消費量、車両走行距離、温室効果ガス排出量につ
いては、休館に伴って減少しています。

用紙使用量について、前年度見直しを行っていましたが、開
館２０周年記念事業実施と施設改修の影響もあり、業務量
が増大したことで、達成できない月が多くありました。
来年度も改修後の施設再開にあたり、利用者数拡大のため
さまざまな取り組みや事業改善が必要となるため資料作成
などで使用量の増加が見込まれていますが、引き続き削減
に努めていきます。

33 議会事務局 用紙印刷量
業務の増加と用紙の印刷量は相関関係にあり、下半期は、定例
会以外の月も用紙印刷量が増加しており、恒常的な業務の増
大傾向がうかがわれる。

現状では、業務の増大が用紙印刷量に直結している。現状
において、複数ページの2in1印刷による印刷枚数の削減や、
裏紙利用による用紙使用量の削減などに取り組んでいる
が、事務事業における業務改善だけでは、業務の増加に伴
う用紙印刷量の増大に対応しきれないことから、環境施策を
含めた取り組みの中で、改善につながる施策を検討していき
たい。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

34 市民医療センター

電気使用量
用紙印刷量
車両燃料消費量（ｶﾞｿ
ﾘﾝ）
走行距離（普通乗用
車）

電気使用量については冬季における病棟及び外来での暖房の
使用増加、ガソリン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、目標を達成できなかった。さらに用紙印刷量に
関しては冬季の外来患者数の増加に伴うレセプト等の件数増加
が原因で目標を達成できなかった。

電気使用量については、夏季は扇風機、冬季はストーブを
利用する等、冷暖房の使用をできるだけ短くするよう努め
る。
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
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
舎への利用は他部署と乗り合わせて行き、使用回数を削減
するように心掛ける。
また、用紙印刷量については、職員での電子上での図り、削
減を心がけていく。

35
介護老人保健施
設

電気使用量
電気使用量については、冬季の気温に対応し、利用者に対し安
全に利用してもらうため計画を上回ったものである。

来年度以降、指定管理により市の運営ではなくなってしまう
が、いくつかの項目は市民医療センターとも関わってくるた
め、センター職員に周知していく。

36 消防本部
電気使用量
水道使用量
用紙印刷量

〇電気使用量について・・・平成２８年１２月１０日から平成２９年
６月３０日の間、本部庁舎外壁及び屋上防水工事を実施してお
り、上半期の４月から６月にかけて電気使用量が増加したもの。
実質工事終了後の下半期の設定値は達成しております。また、
他市との合同災害訓練計画の作成、火災期における広報資料
の作成等事務処理も多忙期となり庁舎全体における電気使用
の増加を考える。
〇水道使用量について・・・夏期空調において、冷却塔の冷却機
能が低下した為、冷却水を多量に使用した事が原因と考える。
〇用紙印刷量について・・・毎年の救急件数も前年度より増加し
ており、それに伴う出動報告書の作成における使用量の増加。
なお、出動に伴う紙の使用量の増加量は救急事案の件数に
よって違うため、詳細に数字を示すことはできません。しかし、１
件あたりに使用する報告書の枚数は２枚程度となります。さら
に、大規模災害が多くなる近年において、特殊災害訓練、他市
との連携訓練等が増えそれに伴う資料の作成、打ち合わせ時に
おける資料等により増加している事が考えられる。

〇電気使用量について・・・庁舎外壁・防水工事が昨年度終
了しているため、今年度は上半期としても設定値を達成でき
ると考えます。さらに下半期については昨年度達成している
ものであり、年間を通しても設定値を達成をできる見込み。さ
らに庁舎職員に対しても電気の削減等を再度周知・徹底を
致します。事務処理の多忙期についても、庁舎職員に周知し
事務処理時間を設定するなど、業務に支障のない範囲で業
務を進めること。
〇水道使用量について・・・冷却塔の修繕が終了することに
より、目標を達成する事ができる見込み。
〇用紙印刷量について・・・出動に伴う報告書の使用量につ
いては削減は否めないが、訓練における資料等の説明等で
は可能な限りﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ等を使用し使用量の削減に努める。

37 東部分署
水道使用量
用紙印刷量

電気使用量については、7月からの猛暑や１０月以降の残暑に
よりエアコンの多用がみられたが、年間を通し計画値内に収め
ることができた。逆に、１月からの冷え込みにより、ガスの使用
等が増え、ガス・水道が増大したものだと考察する。用紙印刷量
は3月に激増し人事異動に絡むものと考える。

・前年度同様に、補助員を配置し、環境への取り組みを改
め、意識を高めていく。
・印刷物に関しては必要最小限とし、また共有化を図る。電
子確認出来るもの先にする。各自でデーター保管に努める。
・シャワー及び食器洗い等の使用時には、小まめに流水を止
めることを意識して、節水を心がける。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

38 西部分署

電気使用量
LPガス
水道使用量
用紙印刷量

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
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
る。また、１月、２月、３月上旬と冷え込んだので暖房使用が増
大したものと考える。プロパンガスは１月、２月、３月上旬と冷え
込みによる給湯温度が高かったものと考える。水道はギリギリ
の綱渡りであったが帳尻が合わず上回ってしまった。用紙印刷
量は3月に激増し人事異動に絡むものと考える。

電気使用量は、天候気象状況を鑑みて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。
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
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
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
周知する。
水道使用量は、洗濯機の稼働やシャワー使用によるものと
考える。今後の洗濯については数人まとめて洗うように指導
する。
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。



ＮＯ 課　　名 事　業 指　標 実　績 分　析 処置

1 庶務課
印刷丁合機による印
刷の削減

平成２７年度と比較し、年間
の印刷部数を約５％削減す
る

目標部数（1,766,664枚）
【参考】平成２７年度の印刷
部数（1,859,647枚）

印刷部数のデータ抽出による確
認を行い、必要に応じて各所属
に印刷機の利用削減を促した。

４月、５月、６月及び８月並びに上半期全
体の各期間において、前年度の同時期の
比較し印刷部数が増加した。集計データ
によると、特定の課の印刷部数の突発的
な増加が一因と考えられる。
（平成３０年度４月～９月）９５６,８７１枚
（平成２９年度４月～９月）８１１,８７４枚
（平成２８年度４月～９月）９０９,８９１枚

・印刷丁合機における印刷部数の増加の一因として、
本来リソグラフで複写すべき白黒片面刷り等のものが
印刷丁合機で印刷されていることが挙げられる。これ
を解消するために、「利用受付簿」を作成し、印刷丁合
機の使用前に印刷物の詳細を各課に記入してもらうこ
とで、前述の印刷を排除するとともに、事後的に庶務
課において利用受付簿を確認し、必要に応じて各課に
印刷方法の指導を行う。
・印刷部数の各課別集計表を作成し、全庁周知を行う
ことで、印刷丁合機の印刷部数を全庁で共有し、印刷
部数の逓減を図る。

2 協働推進課
ボランティア・市民活
動支援センター運営
事業

支援センターホームページ
で、環境に関する特集記事
を年度内に2回掲載する。

上半期については、ボランティ
ア・市民活動支援センターホーム
ページにおける、環境特集記事
の掲載はなかった。

下半期において環境記事を掲載するよう
指定管理者と調整を進めているところで
ある。

ボランティア・市民活動支援センターのホームページ
は、センター指定管理者に管理運営を委託している。
特集記事の掲載については、ホームページ管理運営
業務の仕様書の中で、「ボランティアや市民活動を促
進する魅力ある特集記事を年間１２回掲載すること」と
定めている中で、指定管理者に、年間１２回の特集記
事の内２回以上環境に関する記事の掲載に努めるよ
う呼びかけている。
今年度については、上半期に環境に関する記事の掲
載がなかったことから、下半期に２回以上環境に関す
る記事を掲載するよう働きかける。

3 笹目川保育園
生ゴミとなる残飯削
減事業

２８年度と比較し、７％減を
目標とする。

今年度４月～８月までの残飯量
は１日当たり約４．１kgであった。

４月～５月の残飯量は其々約３、７㎏、６
月～８月の残飯量は平均約４、５㎏と大
幅に増えたことから、今夏の猛暑による
園児の食欲減退が考えられる。また、夏
季保育中に、園児の登園数が減ったこと
に伴い、残飯量が増えたと思われる。

作る量を調整したり、よく食べられるようにより工夫す
ることで食欲増進を促したりし、残飯量を削減できるよ
うにしていく。

4
まちづくり推進

課
耐震診断・改修事業

本市住宅耐震診断・改修補
助制度利用申請数を年間２
戸とする。

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
ジで周知を図るとともに、出前講
座において制度の説明を行った
ことで、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３
５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。

耐震化を行う際の費用としては一般耐震改修よりも安
価で行うことができる、耐震シェルターや防災ベッドな
どの簡易耐震改修に対しての補助制度もあることを踏
まえた周知を行うことで、当該制度の活用を促進する。

平成３０年度上半期不適合一覧（分野１）



平成３０年度上半期不適合一覧（分野２）

ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

1 経営企画課 用紙印刷量 会議等の規模が当初の想定を上回り、用紙印刷量が超過した。

会議の回数や運営方法の見直しを図るとともに、大型印刷機
の利用、裏紙の使用、両面印刷等の徹底を図ることにより、
下半期の用紙印刷量を抑制し、年間計画値の達成を図って
いく。

2 人事課 用紙印刷量

増加要因として、業務自体の総量は増え、事務量は約４０％増え
ていること（超過勤務時間換算）や、市長、副市長が変わったこと
や施策に追加により、必要となる資料が増えてしまっていること
が挙げられる。
４～７月は計画値を上回っており、８、９月は落ち着いてきてい
る。なお、上半期の用紙印刷量は、昨年度に比べて約３４％増で
ある。

用紙印刷量の計画値を上回っていることを課内職員に再周
知するとともに、配布資料の見直しを図る。また、業務の効率
化による用紙削減を進めていく。
市長、副市長が変わった当初とは異なり、下半期は８、９月同
様に落ち着いてくるものと考える。

3 情報政策統計課
用紙印刷量
軽貨物車

用紙印刷量については、今年度詳細監査が有り、起案書の印刷
が多大に発生したための増加である。
車の使用(走行距離、ガソリン)については、軽貨物車の走行距
離のみ目標を達成することができなかった。(6km)
軽乗用車は出動(人員移動)、軽貨物車はデリバリー(帳票/PC運
搬)に主に使っており、その利用は適正である。

印刷物は、各個人、今まで以上に精査し、印刷・コピーの削
減に努める。
車の使用は、各個人、今まで以上に精査し、物品運搬の無い
場合は自転車の利用に努める。

4 資産経営室

電気使用量
都市ガス

水道使用量
用紙印刷量
軽貨物車

【取組事項１，２，７】この夏の異常気象により、空調運転開始を
早めにしたこと、気温に応じて運転時間を延長したことや室温を
一定に保つため設定温度を下げたことなどが原因と考えられる
【取組事項８】昨年に比べて工事案件が増加したことに伴い、A３
サイズなど大きいサイズの図面の印刷が増えたことが原因と考
えられる。
【取組事項１２】リース車両入替で軽乗用から軽貨物に車種を変
更したことで軽貨物車の数が増加したことが原因と考えられる。
なお、軽乗用車の距離は減少した。

【取組事項１，２，７】これから迎える冬の気温に応じた適切な
室温環境を保つことが優先となるが、その状況下において、
無駄な空調運転とならないようにしていく。
【取組事項８】下半期も引き続き、工事案件は続いていくが、
必要最低限の用紙使用量となるよう取り組んでいく。
【取組事項１２】使用台数の増加により単純比較はできない
が、引き続き、移動距離や使用シーンを考慮し、自転車を利
用できる環境下においては、庁用自動車の使用を控えるよう
促していく。

5 入札検査課 用紙印刷量

昨年度も用紙印刷量を超過したため、また、事業の拡大により用
紙印刷量の増加が見込まれるため、年度当初に計画値変更を
おこなったが、見込みが甘く資料等の配布が度重なり、計画を大
幅に上回ってしまった。

資料作成等においては2in１印刷とし、文書の確認について
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
最大限、用紙削減に努める。

6 税務課 用紙印刷量
原因としては、４月～６月は繁忙期に重なるため、時間外での課
税資料の印刷、電子データでの資料受取の増加などで、課内で
の印刷作業が増加したことが考えられる。

分野１の目標に掲げている、２in１の意識を今後も定期的に
呼びかける。
２in１及び芯なしステープラ使用を促す張り紙や回覧などで、
用紙削減への意識を高めていく。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

7 収納推進課 用紙印刷量
地方税納税共通システム・元号改正・新たな収納代理機関の追
加・口座振替キャンペーン等、プロジェクトの追加により資料作成
その他業務に必要なコピーの枚数が増えてしまった。

プロジェクト追加により資料の増加はやむをえないところだ
が、スキャナを積極的に活用することにより、ＰＤＦファイルで
保存・回覧できるものについては極力印刷をしないようにす
る。

8 協働推進課 用紙印刷量

本年度当初において、印刷を要する業務の増大を見込み、地球
温暖化対策実行計画（事務事業編）計画値変更依頼書により計
画値の変更を依頼し承認されたところである。しかしながら、「市
政座談会係る事務」、「多文化共生推進計画の検討に係る事
務」、「施設の指定管理者選定に係る事務」において、会議資料
やアンケート資料等のページ数や印刷部数が当初想定していた
数値を上回ったため、目標を達成できなかった。

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る他、月ごとの印刷量や印刷
時におけるルール等を定期的に周知することにより、職員が
問題意識を持つように働きかけていく。

9 防犯くらし交通課 用紙印刷量

5月、8月、9月に超過が見られることから、年度当初の決算・監査
資料の作成等に関する作業及び９月2日に実施した市民向けの
スケアードストレイトの周知に関する文書の印刷に予定より多く
の印刷を行ったことが考えられる。

上半期は設定した目標値を上回ったことから、年間目標値に
ついては改めて課員に周知し、計画的に業務を行い、印刷枚
数については必要枚数以上の印刷は行わないよう改めて意
識の共有を図る。また、各自自分の事務を再度確認し、来年
度予定している事業で大幅な印刷枚数増が見込める場合に
は、事前に環境推進員と調整を行うこととする。

10 文化スポーツ課 用紙印刷量

今年度も人員が増加したこと及びオリンピック・パラリンピック事
業が本格的に始まったことによる、業務量の増加が用紙印刷量
の増加につながったと考える。
文化会館の大規模改修工事及びスポーツセンターの屋内プー
ル新築工事のための打ち合わせが増加したことにより資料を印
刷する機会が増加したことも要因の一つだと考えられる。

対外的に提出するものが多いことにより、用紙印刷量が増加
してしまうことは致し方ないが、内部資料については２in1や電
子データでの共有を促すことで、用紙印刷量の抑制につなげ
ていきたい。

11 行政センター
電気使用量
用紙印刷量

電気使用量及び用紙印刷量は目標を未達成。要因として電気使
用量に関しては２階の戸田市観光情報館トビックがクールシェア
スポットに指定され、また一階出張所窓口も市民サービスの質の
維持という面から共に冷房を抑制するのが困難だった点である。
用紙は契約事務に関する文書の印刷が多かった事が要因と考
える。

　電気使用量については、今後冬にかけて暖房等の市民
サービスの質は維持しつつも、それ以外の部分での節電を
徹底する事で目標の達成を目指す。用紙使用量については
契約事務に関する詳細の文言の確認、他課とのやり取りに
関する事でも可能な限り電子のみでの作業とするよう心掛
け、印刷する枚数を出来る限り減らしていく。

12 みどり公園課 用紙印刷量

7月10日のパークゴルフ場オープンに向けた準備や荒川水循環
センター上部公園全面開所式の実施にあたり、印刷枚数が多く
なった。7月以降も全面開所の案内の印刷のほか、工事や修繕
の発注が続いており、印刷枚数が多くなった。

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
低限の印刷となるよう心掛けるとともに、可能なものについて
は両面2in1での印刷を徹底する。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

13 福祉総務課
車両燃料消費量

（ガソリン）
小型貨物車

慢性的に公用車が予約しづらい状況にあるため、他課へ車両の
貸出を実施したため走行距離が超過した。

当課業務で車両を使用する際は、本当に自動車が必要か、
自転車等での代替ができないか検討の上、運行を行うことと
して計画値の達成に向け走行距離削減を行っていきたい。

14 福祉総務課 用紙印刷量
従来、下半期に行われる年1回の基準改定が、今年度は上半期
と下半期のそれぞれ1回ずつ行われたため、上半期の計画値を
上回ってしまったと考えられる。

生活支援課内において、改めて今年度の計画値について周
知を行い、引き続き不必要に用紙を使用しないよう努めてい
く。また、２ｉｎ１等印刷についても継続して積極的に行ってい
く。

15 障害福祉課 用紙印刷量
障害者施策推進協議会や地域自立支援協議会など、上半期に
行う会議が多く、協議の内容も多岐に渡り、配布資料が増えたこ
とが原因と考えられる。

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
ので、データのみで資料を作成するなど、削減できるように心
がける。

16 保険年金課 用紙印刷量

平成30年7月は国保と後期高齢であれば保険税や保険料の納
付書を発送する月であり、国民年金では平成30年度の免除申請
受付開始の月である。データチェックや年金保険料免除申請書
の出力、その他通知類などで用紙が使用された。特に、国保で
は国保税率の改正があり、データのチェック量も増加した。また、
国・県の制度改正が続いており、その資料も大量であることが多
い。

・机周りを整理し二重の印刷を避ける。
・印刷もよく判断し、必要に応じての対応とする。
・データ量も少ないものはＰＣ上で確認するようにする。

17 西部福祉センター
電気使用量
水道使用量
用紙印刷量

電気使用量：今年度貸室としていない準備室を、図書館臨時自
習室として７月から午前９時より午後６時まで常時開放したため、
室内の照明とエアコンの使用により電気量が増加した。また、今
年は例年より早い時期から猛暑が続いたため、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、電気使用量が更に
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お
り、今年度上半期の浴室利用者が昨年度の９月までより１３％増
加している。この風呂利用者が増えたことと、冷房機器の冷却塔
への水供給の増量から水道使用量が増となったと思われる。
用紙印刷量：施設利用サークルの３年おきの登録更新手続き等
に伴う印刷物の用紙増と、施設使用料の有料化による許可書や
領収書等の資料の作成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：図書館本館の改修工事が平成３１年度に完了
し、本センターの臨時自習室を閉鎖するまでと、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：施設利用者に対して環境配慮への理解と節水
協力を求めていきたい。
用紙印刷量：施設利用者の利用状況から用紙印刷量の増加
についてはやむを得ないと思われることから、それ以外の内
部事務において、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。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

18 東部福祉センター

電気使用量
水道使用量
用紙印刷量
軽貨物車

電気使用量：６月下旬からの猛暑により、施設利用者の冷房機
器の使用が増加したため。
水道使用量：冷房機器の使用に伴い、冷却塔への水の供給が
増加したため。
用紙印刷量：施設予約システムの登録利用者の更新年にあたる
ため、用紙使用量が増加したため。
軽貨物車：事業執行に伴い、市庁舎での打ち合わせが増加した
ため。

電気使用量：電気使用量については、熱中症対策のため、冷
房の設定温度を施設利用者に任せていたが、今後は、環境
の配慮を求め、設定温度を市の基準に戻す。また、職員につ
いても、節電に努める。
水道使用量：水道使用量については、電気使用量と同様に、
職員についても、環境の配慮を求めるとともに、節水につい
て利用者の理解を求める。
用紙印刷量：用紙印刷量については、登録利用者の更新
が、おおむね終了したため、今後は、内部印刷を可能な限り
節約していく。
軽貨物車：移動の際は、極力、公用車の利用を控えると共
に、庁用自転車の使用を推進する。

19 新曽福祉センター 用紙印刷量

①用紙印刷量については、昨年度及び今年度において、例年よ
りも事務量が大幅に増加していることにより用紙印刷量も増加し
ていると考えられる。これは、ホール天井改修及びアスベスト除
去工事や下水道切替修繕における設計業務及び施工がなされ
たことにより、通常の業務の他に用紙印刷が必要になったことか
ら計画値を超えたものと考える。

①下水道切替修繕が竣功したところであり、ホール天井改修
及びアスベスト除去工事においても完成間近であることから、
今後の用紙使用量は、これまでよりは抑制できるのではない
かと考え、さらには、通常業務においても用紙使用量の縮減
に努めていきたいと考える。

20 福祉保健センター
用紙印刷量

車両燃料消費量
（ガソリン）

・用紙印刷使用量については、第３次健康増進計画・第２次食育
推進計画策定を委託せず自前で行っているため、原稿や委員会
資料等の印刷量が増加したと考える。
・車両については、ケース訪問や出前講座等の車両を使用して
の外出増加の影響から燃料消費量が増えたと考える。

・用紙印刷使用量については、下半期も計画策定作業が続
き増加が見込まれるが、不要な印刷の削減、印刷時のペー
ジ集約、両面印刷、裏紙の使用など、一人一人が意識してい
く。
・車両については、市内は自転車を利用し、市外に外出する
際は公共交通機関を利用するようにし、必要最低限の使用
に努めるようにする。

21 児童青少年課 用紙印刷量
各自が必要最小限での印刷を心掛けているが、申請書類のコ
ピーや会議資料・チラシ等の作成にかかる印刷が予想以上に必
要となったことが要因と考えられる。

申請書類・会議資料・チラシ等は避けることが出来ない面も
あるが、職場内で用紙印刷量に関する情報共有を行うなど、
引き続き両面印刷や必要枚数の精査などについて積極的な
取り組みを促していく。

22 下戸田保育園 電気使用量
用紙印刷量

・猛暑で熱中症予防を優先させたため、エアコンの使用量が増
え、計画値を超えた。

・年度当初はおたより等の配布が多く、印刷量が増加した。

・給食室や用務員と協力しながら、できる範囲での節電につ
いての再確認の場を設け、意識の向上に努める。
・保護者への周知方法として、個別ノートや掲示の活用方法
の見直しを行う。
・電子での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る。



ＮＯ 課　　名 不適合内容 原　　因 処　　置

23 新曽保育園

電気使用量
都市ガス

用紙印刷量

会議等で、職員に対して電気・水道・ガス・印刷についての節約
を知らせてきた。電気に関しては、保育室を使っていない時に電
気やエアコンを消す等の意識が足りていないところがあったと思
われる。ガスに関しては、熱中症対策等、子ども達の健康のため
にも必要な部分ではあるが、ガスエアコンの故障があり、1台で
広い空間を冷やす必要があったため、かなり温度を下げての使
用となったことが使用量に大きく影響していると考えられる。水道
に関しては、上半期目標値は達成することができたので、今後も
必要な量の水を大切に使っていきたい。用紙印刷量に関しては、
必要枚数を考えたり、A42枚をA3で印刷するよう心掛けたりして
きたが、印刷量を減らすことはできなかった。

改めて職員への周知を行っていくとともに、電気・ガス・水道・
用紙使用と、一人ひとりが資源を大切にできるよう意識してい
きたい。特に水道の使用は、子ども達にも関係してくるところ
でもあるので、職員が見本になり、水の使い方を伝えていくよ
うにしていく。

24 喜沢南保育園
電気使用量
都市ガス

・電気については、猛暑日が続き、室内で過ごす時間が多かった
ため、各クラスでのエアコン、ホールエアコン（GHP)４基の使用頻
度が高かったことが原因と考えられる。
・ガスについては、水分補給のため、給食以外に麦茶を沸かす
量の多かったこと等が原因と考えられる。
・フィルター掃除や不必要な電気をこまめに消す等の職員の意
識の徹底不足も原因の１つと考えられる。

・職員全体が現状を理解し、意識を高めていけるように、会議
等で定期的に周知をしていく。
・今後は暗くなるのが早くなり、寒さが増してくることが予想さ
れ、それに伴い更なる電気使用量が見込まれるが、こまめに
エアコンのフィルター掃除を行い、暖まったらエアコンを切る、
不必要な電気は消す等、職員が徹底していく。
・毎日の生活の中や環境集会等を通して、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く。

25 笹目東保育園 用紙使用量
・保育内容や保護者支援の充実を図り、教材準備やおたよりの
発行等、印刷物が増えたため用紙の使用量が超過したと考えら
れる。

用紙についてもコピーや印刷の際工夫を心掛け、必要枚数
のみ印刷・コピーするよう再度周知し、用紙の使用量を節約
できるようにしていく。
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26 新曽南保育園

電気使用量
LPガス

水道使用量
用紙印刷量

電気使用量は、猛暑によりエアコンの使用開始時期が例年より
早めであったこと、熱中症対策として、室内で過ごすことが多かっ
たことでエアコンの使用が増え、計画値を上回ったと考える。ガ
ス使用量は、子ども達の健康管理のため、水分補給の麦茶を沸
かす回数が増えたことや、午前中の活動後、シャワーを浴びる機
会が多かったことが考えられる。水道使用量は、プールに水を張
る回数は少なかったが、その分、水遊びやシャワーを浴びる回
数が増えたことが考えられる。用紙印刷量は、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、保護者への周知文の配
布や掲示する機会が増えたことが考えられる。

電気使用量は、暖房でエアコンの使用が増えることが予想さ
れる。エアコンの温度調節と共に、衣服での調節もできるよう
にし、健康に配慮しながら節電に努めていきたい。また、不要
な電気の削減を職員だけでなく子どもとも意識していきたい。
ガスの使用量は、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。
水道使用量は、手洗いやうがいの際、水を出しっぱなしにし
ている姿が見られるので、子どもたちと手の洗い方（手順）等
を確認したり、水の大切さを伝えたりしながら、引き続き園全
体で節水に努めていきたい。
水道、ガスは、調理室も使用量が多いので、給食業者にも実
績を報告し、園全体で節電節水に努めていきたい。
用紙印刷量は、今後は行事や新年度準備等でさらに印刷量
が増えることが予想されるので、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 笹目川保育園 電気使用量
今夏は猛暑だったことから、エアコン及び扇風機の使用量が多
かったことが考えられる。子ども達の心地よい環境や熱中症対
策等の観点から必要な使用であったと思われる。

今回の結果を全職員に周知し、今後も節電に取り組んでいき
たいと思います。

28 道路河川課
用紙印刷量

走行距離（軽乗用車）

用紙印刷量については、国・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。
軽乗用車の走行距離については、道路陥没等の現場対応や、
台風による緊急現場対応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。

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。下半期では、PC画
面上で確認できる文書については内容を精査して不必要な
印刷を控えるとともに、印刷量が超過している現状を課内に
周知して各自の意識改善を図り、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。
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29
土地区画整理事

務所
電気使用量
用紙印刷量

・電気使用量について、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、猛暑日が多く、体
調管理の観点から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9,000枚の抑制をすることができた
が、目標値を超えてしまった。

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。
また、冬期の暖房使用料を抑制するため、冷暖房の稼働台
数を減らし、ウォームビズを取り入れることで、効率的な節電
を心がける。
②温室効果ガス排出量については、電気・ＬＰガス使用量か
ら算出されており、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する。ま
た、さらなる、印刷用紙の削減に努めるために電子化するこ
とで印刷枚数を減らす。
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。

30 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
改築等工事に係る説明会及び地域住民への配布資料に加え、
戸田第一小学校改築等工事に係る準備委員会資料等の印刷量
が増加したことが考えられる。

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。

31 生涯学習課 用紙印刷量
市民大学の講座受講者数の増加のほか、今年度から図書館・博
物館と課を統合したことにより、課長職の所掌事務や課内取りま
とめ事務等の増加に伴い、用紙印刷量が超過したと考えられる。

業務の効率化による用紙削減を進めていく。

32 教育センター
電気使用量
用紙印刷量

用紙印刷量については、各職員において資料のペーパーレス化
や電子データでの共有に取り組んだ成果があらわれたと考え
る。電気使用量については、夏の酷暑のためエアコンの使用頻
度が高く、設定温度についても低く設定するなどが影響し、計画
値を超えてしまったと考えられる。

電気使用量が計画値を上回っており、冬のエアコンを使用す
る時期に向けて節電について職員に周知徹底していきたい。

33 学校給食センター

水道使用量
用紙印刷量

車両燃料消費量
（ガソリン）

走行距離軽乗用車

電気使用量、温室効果ガス排出量については、今年度は猛暑の
日が続き、食品衛生の観点から、室温を一定に保つ必要がある
ため、増加した。用紙使用量については、アレルギー対策で各
小・中学校とのやり取りが増え、単独校直営化が昨年度に比べ２
校増え、紙媒体でのやり取りが多いことから増加した。車両燃料
消費量、走行距離軽乗用車については、直営校の巡回が増えた
こと、学校給食会役員として北本市への往復が多いことから増加
した。

業務上、やむを得ない場合もあるがなるべく、無駄のないよう
に取り組んでいく。
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34
図書館・郷土博物

館

用紙印刷量
車両燃料消費量

（ガソリン）
走行距離軽乗用車
走行距離普通乗用車

用紙使用量の超過は、今年度の設備改修工事の契約に伴う使
用により使用量が増えてしまった。
走行距離の超過は、同じく設備改修工事の事務所移転に伴う
引っ越し作業のため、公用車の利用が増えてしまった。
走行距離が超過したため、車両燃料消費量も超過してしまった。

用紙使用量については、不必要な用紙の使用はさけ、両面
印刷、２㏌１にするなど検討を図りたい。
走行距離、車両燃料費については、上半期を経て年間目標
の達成は困難であるが、不必要な車の利用はさけ、自転車
や徒歩での移動を検討し、できるだけ実績値を下半期の目標
値にできるよう努力をしたい。

35
彩湖自然学習セン

ター
用紙印刷量

用紙印刷量については、熟練した職員１名が退職し、新たに２名
の職員が配属されたことに伴い、業務習得のために紙ベースの
資料を多く使用したため、計画値を超過した。

紙ベースの資料については可能な限り担当内で共有すること
により用紙印刷量の削減を図るとともに、印刷機を活用でき
るよう業務を見直す。

36 政策秘書室 用紙印刷量

新市長就任に伴い、市長報告等での紙資料の増加や卓話・講義
などでの資料配布の増加のほか、所信表明や総括質問等、例
年にない資料等の印刷が発生したことが主な理由である。また、
臨時イベントのチラシ印刷のほか、政策研究所やシティセールス
の視察の増加により資料印刷が増えたことも要因としてあげられ
る。

室内で月間の計画値を改めて周知徹底するとともに、報告資
料以外で電子データ等に代替可能な資料については、印刷
の自粛を強く促すことで、印刷量を逓減できるよう努める。

37 議会事務局
用紙印刷量

８月までは、昨年度と同水準の実績値となっていた。定例会があ
る月は、他の月よりも大きく増加しているが、９月に限っては昨年
度の値を大きく下回る数値となった。

業務の増大、視察受入件数の伸びなどにより、業務における
印刷枚数は増加傾向にある。引き続き、印刷指示誤りや不要
な印刷の削減に取り組んでいきたい。また、８月にタブレット
端末を導入しており、会議のペーパーレス化の取り組みを進
めることで、用紙印刷量を削減し目標達成につなげてまいり
たい

38 総務課・診療室
車両燃料消費量

（ガソリン）

軽乗用車及び普通乗用車走行距離については、訪問リハビリ及
び往診件数の増加のため。
車両燃料消費については、上記の走行距離の増加に伴い、消費
量も増加したため。

車両燃料消費量及び上半期に達成できた走行距離について
は、訪問リハビリ及び往診件数自体の削減はできないため、
自転車の使用回数の更なる増加や事務連絡等のより効率的
な使用を心掛ける。
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39 消防本部

電気使用量
都市ガス

水道使用量

〇電気使用量・・・各月ごとの数値を確認すると、４月、５月、９月
については目標数値を超えているものの大幅に超えている数値
ではなく、特に４月に関しては月間数値を達成している。しかしな
がら、６月から８月では気温の上昇とともに空調利用が増え数値
の上昇に至ったと分析する。
〇都市ガス使用量・・・４月では月間目標数値を達成しており、さ
らに７月、８月では目標数値を達成しているものの若干の数値を
超えているだけであり、全体的に見ても、電気使用量の達成数
値と比較をすれば下半期の数値次第で年間の数値を達成できる
ものと分析する。
〇　水道使用量・・・４月、６月では数値を達成して。８月では月間
達成数値を約３００㎥超えているが、庁舎南側の工事内容及び
気温の上昇により水道使用量が増加したものと分析する。〇用
紙印刷量・・・上半期数値を達成しており下半期でも達成するよう
使用量について周知徹底を行う。

〇電気使用量・・・特に６月から８月において気温の上昇とと
もに空調利用が増え数値の上昇に至ったと分析しており、下
半期からは猛暑による空調利用が半減すると考える。季節が
変わることにより空調利用が減ると考えるが、再度職員に対
して上半期の使用量を周知し節制を徹底させる。
〇都市ガス使用量・・・全体的に若干の数値を超えてはいる
が、前年度においても上半期は目標数値をしておらず下半期
に向けて周知をしたところ改善されたため、今年度も電気使
用量と併せて再度周知し節制を徹底する。
〇水道使用量・・・庁舎南側の工事内容にもよるが、４月６月
と達成しているおり季節についても変わる為、継続節水に努
めるよう周知する。

40 東部分署
電気使用量
都市ガス

水道使用量

電気及び都市ガスについては、今年の酷暑の影響により体調管
理の為、やむを得ず冷房を稼働していたことが原因と考える。
水道使用量に関しては、目標であった火災件数の減少を達成し
ていることで、近年採用された消防職員の現場経験が乏しく、今
年度から火災対応訓練の強化がなされ訓練回数の増加に伴い
水道使用量に影響したものと考える。

酷暑においては冷房での体調管理が重要だったため使用を
避けられなかったが、寒さに対しては服を着込む等で対処し
暖房の使用を極力抑えるようにする。
水道使用量に関しては、上で述べたとおり現場活動経験も乏
しく火災被害の拡大で起こる環境破壊への影響と火災対応
訓練に伴う水道使用での環境破壊への影響は比べるまでも
なく前者が甚大なため、火災被害減少を目指し訓練を実施し
ていきたい。

41 西部分署
電気使用量
用紙印刷量

電気使用量については5月から9月までの酷暑によるエアコンの
使用、8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
られる。用紙印刷量は会議、訓練資料作成によるものと考える。

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。
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。

42 上下水道経営課
電気使用量
水道使用量

今年の夏は記録的な猛暑であり、冷房の使用量や水道の使用
量が増加したため超過した。

目標値を意識し、冬は厚着をする等し暖房の使用量を抑える
ことや、こまめな消灯を心がけ電気を使用していく。

43 下水道施設課
都市ガス

用紙印刷量

平成29年度に比べ、工事発注件数が6件から10件と増えており、
工事設計書や契約書の作成等に関して用紙印刷枚数が比例し
て増加している。

印刷する際に、A3サイズをA4サイズで印刷したり、2in1を多
用するなど、印刷量を軽減するよう課内に周知を行った。月
ごとに印刷量をチェックし、計画値との誤差をこまめに確認
し、目標値以内に抑えられるよう徹底する。



チーム 被監査対象組織・施設名 件数 内容

1 1 庶務課 1
会議資料や研修資料は事前に出席者に各自パソコンへ資料を
ダウンロードしてもらい、パソコンを持参してもらうことで、ペー
パレス化を積極的に進めている。（模範）

2 2 笹目東保育園 1
水道の元栓をなるべく閉めることで、水が勢いよく出ないように
調節しており、子どもたちがいたずらをしても使用量が増えない
よう工夫をしていた。（模範事項）

3 4 収納推進課 1

滞納処理業務に係る業務量の削減及び納付書や督促状など
の印刷量削減につながる取組として口座振替による納付方法
を推し進めている。平成２９年度は西武ライオンズとの協定を
活用し一定期間内に納付方法を口座振替に変更した納税者に
観戦チケットを配布するキャンペーンを実施し、効果を上げてい
る。（模範）

4 6 みどり公園課 1

市民や事業者からの意見や苦情・要望について、職員端末に
インストールされているExcelで構築された「公園要望管理シス
テム」を活用して、意見等に対する具体的な進捗状況を可視化
し、情報共有を徹底していた。「公園要望管理システム」は、
Excelがあれば利用可能であり、直感的に操作できる。また、地
図を掲載した画像等のアップロードが容易にできることから、具
体的な情報共有を可能とする。正確かつ迅速な対応を志向す
る所属にとって、有効なツールとなっている。（模範）

5 7 保育幼稚園室 1

保育園情報を掲載した保護者向けのパンフレットについて、親
世代がスマートフォンを活用していることを利用し、園ごとに特
色のある情報紙を作成し、説明会等の際に保護者にスマート
フォンで撮影していただく取り組みを始めた。印刷量の削減だ
けでなく、保護者同士での情報拡散も進んだことにより、電話
や窓口での説明業務の削減にもつながっている。（模範）

6 10 福祉保健センター 1

分野２の取り組みについて、職場研修をはじめとして、職員同
士のコミュニケーションが良好に行われている。
独自の取り組みとして、分野２表６取組点検リストをわかりやす
く、クイズ形式で解説した「平成３０年度取組点検リスト○×クイ
ズ」は、職員回覧（電子）を活用し、単なる回答にとどまらず、職
員環境意識向上に向けたコミュニケーションツールとなってお
り、庁内他部署への水平展開が期待できる。（模範）

平成３０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 3 彩湖自然学習センター 1

ISO企画項目：６．１．３順守義務（環境関連法令等）の管理
運用ガイド：１０ページ
フロン法の対象となる第一種特定製品として、エアコン、水槽用
冷蔵機器、冷凍庫、冷水器を管理しているが、特段点検は実
施せず、異常を感じた際にのみ、対応するとしているとのことで
あった。しかし、本来であれば、同法に基づき、全ての第１種特
定製品が３ヶ月に１回以上、外観目視等の点検が義務付けら
れていることから「指摘」とする。

平成３０年度内部環境監査指摘



別表第５（第１２条関係）  

   戸 環 第 １ ６ １ ０ 号 

平成３０年１２月２７日 

(宛先 ) 

環境管理統括者 

 主任環境監査員 吉田 豊 

 

平成３０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３０年度は、内部環境監査員として２３名の職員が任命され、主任環境監査

員を除く２２名で、１チームにつき監査員２名の１１チーム編成で内部環境監査を

行った。監査は平成３０年１０月２９日（月）～１１月１２日（金）の期間を中心

に、全体の約３分の１にあたる２２の組織に対し実施した。  
監査の結果、対象となった被監査組織において、重点事項も含め、概ね適正に環

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、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

いただきたい。  
一方、指摘事項が１件あった。これは環境関連法令の順守に関わる内容であった

ことから、事務局において更に積極的な情報発信を行うことなどにより、再発を防

止していくことが重要となる。  

 監 査 結 果 の 区 分   模 範  ６組織 ６件 

指 摘 事 実  指 摘  １組織 １件 

主任環境監査員の所見  内部環境監査によって挙げることができた模範の取組は

、会議資料のペーパーレス化や協定を活用した用紙削減、

クイズ形式で環境配慮行動を促す仕組みなど様々な視点に

よるもので、これらの模範に関しては、職員ポータル掲示

板や研修などの機会を活用し、他組織への水平展開を進め

てもらいたい。 

 一方、監査の重点事項の一つに挙げていた環境関連法令

の順守については、監査の結果、ほとんどの被監査組織に

おいて適正に順守していることが確認できたが、１件の指

摘があった。 

今回の監査における指摘内容は、フロン法の対象となる

第一種特定製品について、３ヶ月に１回以上の簡易点検を

実施していなかった施設があったというものである。 

環境関連法令は事業を実施するにあたり当然に順守すべ

きものであることから、指摘事項の改善はもとより、同様

事項の再発防止に努めていくことが重要である。 



 内部環境監査は、監査員及び被監査組織それぞれにおい

て環境マネジメントシステムの理解の向上が図れるもので

あり、今後も効果的な内部環境監査を実施することが同シ

ステムの更なる推進に必要であると考える。 

 備 考 特になし 
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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 在 地 埼玉県戸田市上戸田１丁目１８番１号 

トップマネジメント 戸田市長    神保 国男 様 

管 理 責 任 者 環境経済部長  今井 教雄 様 

 

 

審査情報： 

審 査 実 施 日 2018年 1月 17日～2018年 1月 19日 

チームリーダー名 穂高 志郎 

 

登録番号 適用規格（審査基準） 審査種別 

JQA-EM1478 ISO 14001:2015 定期審査／移行審査 

 

 

 

 

 

 

 
※ ｢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。 
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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） 

ISO 14001:2004 での登録組織が、ISO 14001:2015 に基づいて当該マネジメントシステムを見

直し、ISO 14001:2015の要求事項を満たしているかどうかを審査すること。（移行審査） 

 

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 

前回の定期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 穂高 志郎 （JQA 認定 ISO 14001 主任審査員） 

 

1.5審査対象人数：579名 
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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 14001:2015〕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 登録証及び移行に関する結論 

2.2.1 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。 

・ 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。 

 

2.2.2 移行に関する結論 

今回、適用規格〔ISO 14001:2015〕への移行を審査し、2.1項の結果に従って、登録証の変更

を推薦致します。 

 

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 
更新 

定期審査回数 1 2 

審査工数（人・日）   6.0 

移動工数（人・日）   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 

 戸田市の環境マネジメントシステムは、地球温暖化対策、生物多様性の保全、廃棄物対策、持続

可能な開発のための教育等の世界的な動向と、国、埼玉県、戸田市の国内／内部の動向を踏まえた

“戸田市環境基本計画”及び“戸田市地球温暖化対策実行計画”等の基本理念と課題に基づき環境

リスクと機会が決定されていました。さらに、分野“分野 1（施策・事業），分野 2（省エネ活動），

分野 3（市庁舎管理）”ごとに環境影響と順守義務、市民／事業者の方々等の利害関係者のニーズ

と期待も考慮して環境施策の方向性が決定され、各部署の役割、責任に応じた施策事業、事務事業

を通じて市政と一体化した環境活動が展開されていました。 

今回の IS014001:2015 年版への移行については、従前の施策事業、事務事業の流れにそって施策

の実行計画が効率的かつ有効に運用展開されていました。これらの仕組みの流れは、“戸田市環境

マネジメントシステム運用ガイド”、“同 手順書”の中で、より具体的に構築整備され、“環境施

策・事業計画書”、“戸田市地球温暖化対策実行計画”、“環境設備運用管理要領”にそって各部署で

着実に運用管理されていました。市長様の戸田市の環境に対する思いと強いリーダーシップや職員

の方々の環境意識の高さがうかがわれました。また、環境教育、環境学習、環境フェア、キャンペ

ーン等、市民の方々への環境意識の高揚に向けた積極的な施策は特筆できるものでした。環境マネ

ジメントシステムへの 2015 年版へ移行は、施策事業、事務事業の本業と融合させて市の既存の行

政プロセスの中でムリ・ムダなく有効かつ効率的に実施されていました。 

 内部環境監査では、移行新規格にそった専門研修を受講した内部監査員により実施されていまし

た。内部監査の結果、現段階では移行実施状況の確認を主眼として特に不適合はありませんでした

が、パフォーンスの成果がでている 6件の模範事例が発見されており、今後の他部署への水平展開

が期待されます。また、内部監査報告書では、部署ごとの業務改善に繋がる活動についても積極的

に記載されており有効な監査となっていました。 

 マネジメントレビューは、移行規格にそってきめ細かくレビューが実施されており、市長様の指

示事項についても、“戸田市環境マネジメントシステムにおける継続的改善について”（通達文書

H29.12.28）で各部門へ明確に発信しており、強いリーダーシップのもと環境政策の PDCAが有効に

機能していました。 

 今回の審査で、環境パフォーマンス向上の視点から気づいた点を 3.3章に記載しました。発見し

た部門で記載していますが、考え方を水平展開することにより環境マネジメントシステムのさらな

る有効性の向上に繋がるでしょう。 

 

－  以下余白 － 
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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 

【グッドポイント】 

１．環境課では、部署のファイルサーバーを整理分類して、部署内での検索機能を高め、業務の効

率化とファイルサーバーの効率アップを図り、本来業務の改善を通じて省エネ、省資源の活動

に寄与していました。こうした活動は、他部署にも水平展開することにより、庁舎全体の環境

負荷低減に繋がる有効な活動となっていました。         （環境経済部環境課） 

２．みどり公園課では、公園、樹木等についての苦情要望が、年間 600件程度あり、その対応のた

めの業務の効率化を図るため“公園要望管理システム”を開発し、対象物件ごとに要望の発生

状況、対応状況、対応後の状況等のデータを入力することにより、データベースを構築してい

ました。このシステムにより分類検索できると同時に、データの分類、評価、分析も可能とな

り、業務効率の改善とともに省エネ／省資源に大いに寄与していました。  

 （環境経済部みどり公園課） 

３．みどり公園課では、市内の緑化にむけ市民参加の活動が活発に展開されていました。 

 ・外部の専門講師のもとに“樹木剪定技術講習会”（H29.3）や“ガーデンからはじめる素敵な家

庭”等の市民参加の講習会を積極的に実施し、個々の家庭での自主的な緑化、花壇の整備を推

進していました。 

 ・“戸田ヶ原自然再生事業 10周年記念報告会”（H29.12.13）を開催し、当該事業の継続と発展に

向け、多くの市民の方々の参加と理解を深めていました。   (環境経済部みどり公園課） 

４．児童青少年課では、平成 28 年度に、こどもの国（児童館、保育所、軽体育館）が“第 8回彩

の国みどりのプラン賞”を受賞しました。既存の森林を残し、庭園の緑化、太陽光発電等、

環境配慮した施設計画が優れたものであり、児童の環境意識の醸成にも寄与していました。                     

（こども青少年部児童青少年課） 

５．行政委員会事務局では、選挙活動における環境配慮と業務の効率化を進め、環境負荷低減に

大きく寄与していました。 

 ・選挙掲示板の材料として再生パルプ耐水ボードを使用することにより再生材料の使用と使用

後の再生材としてリサイクルできるようにしていました。 

 ・掲示版に QR コードを掲示し、ホームページを参照できるようにして選挙に関する問い合わせ

件数の低減に繋げました。 

 ・“選挙の記録”を全て電子データ化して、ホームページで公開することにより配布資料をなく

よう取り組んでいました。                   （行政委員会事務局） 

６．学務課では、コピー用紙の削減と業務改善に向けた環境活動の実施手段として、校長会の資

料の配布、健診通知、学校への保健会資料送付、臨時職員の給与明細、学齢簿など対象を明

確にして、データの電子化や専用封筒の作成等個別具体的な実施手段とその成果を予測して

活動を展開しており、実証的な継続的改善が期待されます。 （教育委員会事務局学務課） 
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【改善の機会】 

＜共通の施策は組織全体のシステムとしての分析改善へ＞ 

１．平成 29年度上半期では、分野２の“用紙印刷量の削減”が目標未達となっており、16課で不

適合となっていました。市全体の目標達成に向けては、個別部門の対策の積み重ねでは難しい

面もあり、用紙印刷量については、全組織の取り組みとして発生部署、発生時期、印刷内容等

を分析・評価して全庁の業務システムの仕組みの改善に繋がる改善施策を検討していくと良い

でしょう。                           （ISO事務局 9.1） 

＜継続的改善は、実証データの収集・分析・評価から＞ 

２．人事課では、“ノー残業デーの推進”を目標に、毎月第 3木曜日をノー残業デーとして着実に

実施して、電気、空調等の地球温暖化の防止に寄与するとしていました。ただ、活動実績とそ

の成果の評価については、実際の残業時間の実態を分析評価し、業務の仕組みの改善、効率化

について実証的に確認できるようにして、省エネ、省資源に向けた PDCAをより“見える化”

しておくと良いでしょう。                    （総務部人事課 9.1） 

＜順守評価は具体的な要求事項の確認を着実に＞ 

３．資産管理課では、設備関連の適用法規制を“環境関連法令等特定”に記載し、“環境関連法令

等順守評価シート”で順守状況を確認して ISO事務局に報告していました。ただ、個々の適用

法規制について要求事項を具体的に特定し、何をもって順守確認しているかを着実に確認でき

るようにしておくと良いでしょう。              （財務部資産管理課 9.1.2） 

＜環境影響の大きな事務事業は施策事業に取り込む＞ 

４．道路河川課では、橋梁の長寿命化を目指し、“第 4次総合振興計画”（平成 23年）の一環とし

て“戸田市橋梁長寿命化修繕計画”（平成 26年 3月）を策定していました。橋梁の長寿命化は

環境負荷低減に多いに寄与する施策事業でもあり、分野１の施策事業に取り上げて継続的改善

活として展開することが望まれます。           （都市整備部道路河川課 6.2） 

 

― 以下余白 － 
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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 29 年度は、環境に関する市長への電子メール、手紙等は、政策秘書室で分別記録し

ISO事務局に伝達されていましたが、特に苦情はありませんでした。平成 28年度の苦情件

数は、55 件（大気:7 件、水質:6 件、騒音:27 件、振動:3 件、悪臭:10 件、その他:2 件）

であり、環境課にて“公害苦情受付処理票”で全て適切に対応していました。 

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 

・大気汚染防止法、騒音規制法、消防法、フロン排出抑制法等の確認（資産管理課） 

・景観法、生産緑地法（都市計画課） 

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、改善指摘事項が発見されま

した。詳細は、改善指摘事項（3.2項）をご参照下さい。 

3.4.4 内部監査の状況 

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。 

 ・不適合が発生していた場合、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   □ 無 

公表／使用の適切性： ■ 適切  □ 不適切 

確認対象物：ホームページ、市庁舎正面玄関の掲示版を確認しました。 

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。 
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3.5 マネジメントシステムにおける変更の確認 

a)管理責任者の交代 

（前） 副市長 石津 賢治 様  ⇒（新） 環境経済部長 今井 教雄 様 

b)マニュアルの改版 

「戸田市環境マネジメントシステム 運用ガイド」  

（第 4版 平成 29年 4月 1日改訂 平成 29年 10月 13日一部改訂） 

改訂事由：ISO14001:2015 改定に伴う改訂 

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。 

4.2 その他、特記事項 

特に、ありません。  
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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 14001:2015要求項目 

審査サイクル 
今回審査における 

改善指摘事項 

識別番号 定期１ 定期２ 更新 

4.1 組織及びその状況の理解  0   

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解  0   

4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定  0   

4.4 環境マネジメントシステム  0   

5.1 リーダーシップ及びコミットメント  0   

5.2 環境方針  0   

5.3 組織の役割、責任及び権限  0   

6.1 リスク及び機会への取り組み  0   

6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定  0   

7.1 資源  0   

7.2 力量  0   

7.3 認識  0   

7.4 コミュニケーション  0   

7.5 文書化した情報  0   

8.1 運用の計画及び管理  0   

8.2 緊急事態への準備及び対応  0   

9.1 監視、測定、分析及び評価  0   

9.2 内部監査  0   

9.3 マネジメントレビュー  0   

10.1 改善 一般  0   

10.2 不適合及び是正処置  0   

10.3 継続的改善  0   

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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