
伊賀市環境マネジメントシステム

２２年度目標と結果



人事課

両面印刷とミスコピー紙の裏面使用はほぼ実施されるに至ったが、更に徹底を目指して引き続き取り組むことにする。グリーン購入法適用物品の調達及び
事務機器の省電力化については、該当しない職員が見受けられるため、新たな目標をたてて取り組むこととしたい。

各課ごとの環境目標（３つ） 取組み結果又は対策

公用車使用時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、実施率を8０
パーセント以上とする。

温室効果ガスの排出量を削減するため、事務室内の事務機器（パソコン、プ
リンター、コピー）の省電力化を徹底する。実施率70％以上とする。

両面コピーやミスコピーの裏面使用を周知し、可能な限り実施しているが、
従来から両面印刷をしていない議案などについて今後両面印刷とできるか検
討したい。

ほぼ実施できた。

退庁時や昼休みの電源オフはほとんど実施されているが、席を離れる際にパ
ソコンを閉じることなど、まだ徹底されていない部分があるので、継続して
徹底したい。

森林資源の枯渇を抑制するため両面コピーの実施およびミスコピーの裏面使
用を徹底し、実施率80％以上とする。

循環型社会の形成の取り組みの一つとして、グリーン購入法の適用を受けた
物品の調達を推進する。実施率80％以上とする。

日々心がけ、実施できていたと思われる。今後もさらに継続して徹底を図る
こととする。

管財課

総務課

温室効果ガスの排出量を削減するため、事務室内の事務機器（パソコン、プ
リンター、コピー機）の省電力化を徹底する。実施率70％以上を目標とす
る。

全職員が概ね実施できている。事務室内の事務機器を他課と共用しているた
め、課独自の目標をたてて取り組みたい。

グリーン購入法の適用を受けた物品の調達の推進は、職員の意識が徹底されておりほぼ実施ができた。また、用紙の両面印刷及びミスコピーの裏面使用に
ついては、取り組みの結果可能な限り実施している。事務機器の省電力化では、席を離れる際にパソコンを閉じることが徹底されていないため、今後も引
き続き取り組みを進めたい。

温暖化を意識する中では、目標の設定は適切であり、取組みに関しても妥当であったと考えられる。取組結果の有効性についての評価は数字での把握がで
きていないものの、一定の成果はあったと考えられる。

森林資源の枯渇を抑制するため、両面コピーおよび片面使用済み用紙の裏面
使用を徹底し、実施率80％以上を目標とする。

循環型社会形成の取り組みの一つとして、グリーン購入法の適用を受けた物
品の調達を推進し、実施率80％以上を目標とする。

買い物にはマイバックを持参し、持参率を８０パーセント以上とする。

紙の使用量を抑制するため、印刷プレビューの事前確認等を実施し、印刷ミ
スを減らすよう心がける。また、可能な限り両面印刷を徹底する。実施率を
８０％以上とする。

個々に一定実施をできていたが、、まだ改善の余地があると思われる。今後
も継続して取り組んでいきたい。

取り組みは心掛けたが、次年度も継続して取徹底に近づけたい。

ほとんどの職員は実施できているが、徹底には至っていない。所属職員に再
周知を図るとともに、徹底できるよう引き続き取り組みたい。

物品の調達は日常的に行われるものではないので、該当しない場合が多く見
られるが、該当職員では、概ね実施できている。次年度は、新たな目標をた
てて、多くの職員が理解を深めることができるよう取り組みたい。



概ね実施できたと思うが、この取組みは習慣づけが大切であり、次年度も継
続して取組みを行う。

庶務担当職員はもちろんのこと、次年度も意識を持って取り組むこととす
る。

１）目標の適切性：日々の業務で取り組みやすい目標である。
２）取組の妥当性：この取り組みは習慣づけが大切であり、取り組みに対する理解が深まっている。
３）取組結果の有効性：今後さらに取り組むことにより環境意識の向上が図られる。

オフィスからの温室効果ガスの排出量を削減するため、昼休みには全ての事
務室内の照明の消灯を行う。

収税課 マイ箸を持参し、持参率を７０パーセント以上とする。

弁当を持参している時は、マイ箸であるが、売店やコンビニで弁当を買った場合にもっと辞退できるようにする。また、職場以外でも心がける。昼休み時
間においてもパソコンや手元灯の節電に心がけた。公共交通機関の無い地域や、有っても本数が少なく時間帯が合わない地域から来る職員については、実
施できていないのが実情である。乗り合わせてくる等の工夫の余地はあるが、帰宅時間や行動範囲が限定されるため、実施は不向きとの印象を受けた。

課税課

財政課

できる限り資源ごみの分別収集を行う。特に、今年度から実施するプラごみ
の分別の意識付けを行う。

森林資源の枯渇を抑制するため、裏紙印刷を実施し、紙の使用量を削減す
る。

昼休みの消灯に積極的に取り組むことができた。また、廊下等についても必
要でない限り消灯に努めた。

７月から分別収集が始まったので、プラスチックの分別を行った。

提出物以外は、できるだけ裏紙を使用するよう努めた。予算の査定書など多
くの紙を使用するため、今後も節減に努める。

昼休みの消灯については、必ず実施している。両面印刷や裏紙の使用についても、できる限り努めた。ただ、全体として紙の消費量が多いので今後も節減
に努める必要がある。プラスチックの分別についても、分別後の品質が悪いと引き取ってくれないとのことなので、汚れているものや他の材質が混じって
いるものについては、適切に分別する必要があると感じた。

概ね達成できているため、翌年度は違う目標を取り入れようと思います。

概ね達成できているが、残業の発生率が高いため、翌年度も継続して取り組
むことが必要だと思います。

残業時には必要な電気だけにし、後は消灯する。１か月の実施率を８０パー
セント以上とする。

温室効果ガスの排出量を削減するため、ごみの排出量を削減する。可燃ごみ
の排出を週１回、ゴミ袋大１袋以内を目標とする。

可燃ごみを２週間に１袋以下に削減することができた。今後も分別等を行
い、ごみの減量化に努める。

残業時には必要な照明だけにし、不必要な照明は消灯する。

循環型社会の形成の取り組みのひとつとして、グリーン購入法の適用を受け
た物品の調達を推進する。

概ね実施できたと思うが、この取組みは習慣づけが大切であり、次年度も継
続して取組みを行う。

森林資源の枯渇を抑制するため、印刷プレビューの事前確認を実施し、印刷
ミスを削減する。



同和課

人権政策
男女共同
参画課

各目標に対する実施状況については、各自が環境方針の理念を十分認識し、良好に環境管理がなされ、環境活動に対しては、一定意識、行動とも定着が図
られている。

昼休みの消灯については、確実に実施できていた。資源ごみの分別のうち古紙については、種類別に分けられていない状況があったので改善の余地があ
る。

両面コピーは更に徹底する必要があるが、他の目標は着実に実施され効果をあげている。環境問題への取組みを更に高め、各自の業務に反映させていくこ
とが必要である。実施計画は概ね順調に進められており、全体として効果をあげている。

昼休みは必要箇所を除き消灯する。1ヶ月の実施率を70パーセント以上とす
る。

下郡市民館

昼休みは必要箇所を除き消灯する。1ヶ月の実施率を９０％以上とする。

公用車運転時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、実施率を８０％
以上とする。

廃棄物の減量と資源の再利用化のため、紙廃棄物等の分別を徹底する。ま
た、ペットボトルキャップは分別回収を行い、大型店への持込を通じて、世
界の子どもたちへの支援を行っている国際協力団体に協力する。

来客時を除き、ほぼ毎日消灯はなされている。

それぞれの職員が、余裕を持った運転に心がけ、意識的に取り組むことがで
きた。

古紙の分別、プラスチックごみ、ペットボトルふた等の分別は、資源の再利
用の意識向上にもつながり、徹底して実施することができた。

昼休みは必要箇所を除き消灯する。1ヶ月の実施率を９０％以上とする。

公用車運転時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、実施率を８０％
以上とする。

廃棄物の減量と資源の再利用化のため、紙廃棄物等の分別を徹底する。ま
た、ペットボトルキャップは分別回収を行い、大型店への持込を通じて、世
界の子どもたちへの支援を行っている国際協力団体に協力する。

確実に実施できた。

急発進、急ブレーキにならないよう心がけ、実施率を達成できた。

ほぼ実施できた。

両面コピーを徹底し、実施率を70パーセント以上とする。

公用車使用時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、実施率を70
パーセント以上とする。

必要箇所以外の消灯は徹底されているが、来館者へのアピール効果も大きい
ので今後も継続する。

紙の節約効果も大きいので、今後も継続して実施する。

エコドライブは安全運転の効用もあるので、継続して実施する。



寺田市民館

いがまち
人権セン

ター

青山文化
センター

目標設定している昼休みの事務室は、消灯することが徹底されている。また、コピー用紙は裏紙を使用し、資源ごみとして出すことにしている。こうした
紙ごみ再資源化による可燃ごみの減量化がはかられた。

温室効果ガスの排出量削減のため、公用車のエコドライブに努める。

両面コピーを徹底し、実施率を７０パーセント以上とする。

所属内にある個別空調の温度を、夏は２８度、冬は２０度に設定する。実施
率を７０パーセント以上とする。

職員はよく心がけているもよう。

職員はよく心がけているもよう。

職員はよく心がけているもよう。ただし、一般市民の来館に合わせ、冷暖房
温度を調整している。

業務量の増加に伴い、温室効果ガス排出量が増加している。一人ひとりの環境に対する心がけにより、できる限り削減に努めたい。

不用な照明は消灯する。

コピー用紙は、裏紙を使用する。

使用済み封筒を再利用する。

昼休みの消灯は、徹底するようになってきた。引き続き取り組みたい。

職員に配るときは、できるだけ裏紙を使用するようにした。

メール便封筒などは、使用済み封筒を再利用するようにし、可燃ごみを減量
化することができた。

エコオフィス活動等において、職員の環境に対する意識が高まってきている。

ごみの徹底分別による資源化物の再利用促進、可燃ごみへの金属混入防止及
び可燃ごみの徹底水切り。

温室効果ガスの排出量を削減するため、エコドライブを心がける。

買い物にはマイバッグを持参し、持参率を９０％以上とする。

ほぼ実施できた。

ほぼ実施できた。

確実に実施できた。



ライトピ
アおおや

まだ

市民活動
推進室

資源ごみのリサイクルを徹底する。

地元説明会等の資料の都合から、片面印刷の比率が上がった。今後、環境に
配慮した資料作成に努める。

細かな消灯を実施した。

概ね目標は達成できた。また、職員の意識啓発にもつながった。

環境目標については、日々の業務の中で取り組みやすい課題について設定し実施することができたが、取り組みの結果、両面コピーの実施率については目
標達成することができず、徹底には至らなかった。今後は紙の使用量の削減に努めるためにも、継続して取り組みたい。また資源ごみのリサイクルに向け
ても分別には前向きに取り組んできたが、意識付けがされていないところもあるので、徹底を図っていきたい。今後も、職員一人ひとりの意識を高めるこ
とで目標達成を目指したい。

出来るかぎり消灯する。

事業実施に当たり、使い捨て食器を使わない。

「たより」に環境の記事を載せ、啓発を図る。　年３回程度。

花壇等館周辺の環境美化に勤める。

ほとんどの事業では使い捨ての食器を使っていない。ただ、参加人数が２０
０人を超える事業の場合は使い捨て食器を使わざるを得ない状態である。現
在はプラスチック製の食器を借りて使い捨て食器の減量に取り組んでいる。

平成２２年７月から容器包装プラスチックの分別収集が始まったが、分別の
方法がわかりにくいという意見があったため、各戸配布している「たより」
に図解入りで取り上げた。平成２２年度は年２回の掲載であったため、もう
１回は環境に関する記事を掲載したい。

昨年度は花を鹿に食べられるという反省点があったことから検討し、サツキ
は鹿に狙われないことがわかった。今後とも環境美化に勤めたい。

１）目的の適切性・・・市民生活の身近な環境問題である、ごみ減量について公的施設が率先して取り組むことにより、地元住民に教育、啓発を行える。
２）取組みの妥当性・・・２２年７月に新たに分別が始まった容器包装プラスチックは、適切に分別することで再資源化が容易になるため、地元住民にわ
かりやすく啓発する取組は必要である。
３）取組結果の有効性・・・地元の住民と密着しながら、環境問題・ごみ減量についての課題を引き出し対応することができた。１１月に地元住民と職員
がさくらリサイクルセンターを見学した際、「ごみをどのように捨てるか」というところに終始せず、捨てたごみが「ごみがどのように処理され、どのよ
うに再資源化されていくか」という視点を持つことができた。今後はこの視点を育てていきたい。

両面コピーに努める。実施率を９０％とする。



環境政策課

日常的に節水に努める。 目標にかかげることで、節水に対し意識をするので今後とも継続していきた
い。

水質・大気汚染測定を計画通り実施し、環境保全を図る。

住民課

買い物時にはマイバックを持参し、持参率を70パーセント以上とする。

目標にかかげることで、節電に対し意識をするので今後とも継続していきた
い。

多くの販売店でマイバックを推進しているので、自ずと徹底できたのではと
思う。

残業時には必要な電気だけにし、後は消灯する。1ヶ月の実施率を80パーセ
ント以上とする。

各目標は適切であり、取り組み状況も良好であるが、更なる努力も必要である。目標に設定することで職員が環境を意識する。東日本大震災の状況から、
節電や節水は日常的に取り組むべきと再認識したので今後も継続していく。

紙のリサイクルと両面コピーを徹底する。

服装で寒暖の調整をする。夏季はブラインドを利用し、冬季は、可能な限り
事務室に窓から太陽の光（熱）を取り入れエアコンの使用を減らす。

すべての目標について、ほぼ達成できているが、紙の再利用や空調温度についてはさらに徹底して取り組む。

浄化
センター

 昼休みは、事務所の照明を消灯する。

公用車のアイドリングストップ、エンジン等の点検、タイヤの空気圧の点検
を行う。

CO2削減に有効である。

CO2削減に有効である。

CO2削減に有効である。

３項目ともＣＯ２削減の効果がある。引き続き取り組みたい。

暖房は２０℃、冷房は２８℃に設定する。

計画通り実施した。

ほぼ徹底されている。

電力のデマンドシステムを入れて省電力に取り組んだ。



エコドライブ、空調の温度設定、コピー機の節電モード使用については、少しづつ浸透してきたと思うが、さらに意識を高めてゆくことが必要と思われ
る。

上記３つの目標は、つねに意識をしていないと忘れがちになるので、課内会議などでお互いが確認しあうなどして実施の徹底をしていきたい。業務状況の
変化等もあるため取り組んだことがなかなか数値に表れないこともあるが、職員全員が、これらの目標を当たり前に取り組むよう徹底していきたい。

たまに『節電モード』への切り替えを忘れていることが見受けられた。コ
ピー機に張り紙する等、さらに注意を促したい。

コピー機は、使用後節電モードにする。実施率を８０パーセント以上とす
る。

障がい
福祉課

両面印刷や裏紙利用を実践しているが、障がい程度区分認定調査件数の大幅
な増加があったため増加した。業務に必要な申請用紙の印刷など削減できな
い部分もあるが、次年度も取り組み、ミスコピーをなくすことや両面印刷な
どを徹底し、できることから地道に取り組みたい。

所属内にある個別空調の温度を、夏は２８度、冬は２０度に設定する。実施
率を９０パーセント以上とする。

夏は記録的な猛暑であったこともあり、空調の使用を控えることは精神的、
体力的に厳しい面があった。冬季については、日中の暖かい時間帯に全館暖
房が効きすぎていることが多く、せっかく個別暖房を切っていても節電効果
がないのは残念である。

厚生保護
課

森林資源保護のため、両面印刷を実践したり、試し刷りはミスコピーの裏紙
を利用するなどして紙の使用を削減する。

温室効果ガスの排出量を削減するため、アイドリングストップを実践するな
ど公用車の経済運転をこころがけ、ガソリンの使用料を削減する。

消費電力を抑制するため、会議にでるなどで自席をはなれ、パソコンを長時
間使用しないときはノートパソコンを閉じる。

22年度より支所分の認定調査も本庁で行なうこととなったため、調査のた
めの公用車使用が増加した。今後は同地区の訪問はなるべく同日に行う、徒
歩や自転車でいける調査は公用車を利用しないなど公用車の利用回数の削減
に努める。

長時間パソコンを使用しないときはノートパソコンを閉じることが職員の間
で徹底されるようになって来た。今後も引き続き取組んで生きたい。

公用車使用時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、実施率を８０
パーセント以上とする。

前年度より燃料消費量は減少しているが、さらにエコドライブを徹底するこ
とにより省資源を増進できると思われる。



空調の温度を夏は28度、冬は20度に設定しエコスタイルをこころがける。
また、日常的に節水に努める。

0-157・インフルエンザ発生の予防のため、室内温度、換気、湿度などに
配慮が必要なため、電気量、灯油の使用量が増加した。次年度においても、
空調の温度管理をし、ヒーターの使用は必要 小限にする。特に調理室の温
度管理については十分な配慮をした。

インフルエンザ・流行性嘔吐下痢症の予防のため、室内温度、換気、湿度などに配慮が必要なため、電気・灯油の使用量が増加したが、次年度においても
空調の温度管理をし、ヒーターの使用は必要 小限にする。常に意識をして節水に努める。子どもたち、保護者の方にも環境についてくりかえし話をして
いく。

事務室及び保育室内の日中の照明は極力切るようにつとめる。また給食室に
おいては、退室時は消灯するようにする。

コピーの印刷プレビューの事前確認を実施し印刷ミスを削減する。

次年度も、常に意識をして引き続き取り組みを行いたい。

操作上の慣れということもあり、よく忘れるといった状況があり次年度も常
に意識をして、引き続き取り組みを行いたい。

佐那具
保育所

新居
保育所

保育所児に対して、ごみの分別、リサイクル、節水、節電など環境教育を推
進し自分たちに出来ることは何かを考える機会をもつ。

職場内でのごみの分別について周知徹底し、廃棄物分別表を遵守する。

保育所内にあるクラス別空調の温度を、夏は２８度、冬は２０度設定する。
実施率を８０％とする。

保育所児に対する環境教育は、機会あるごとに全体或いは各年齢別に関心を
持たせ進めることができた。しかし、まだまだ充分ではないので次年度も子
どもたちと共に取り組みをすすめていく必要がある。

資源・ご分別ガイドブック”を使って職員に周知徹底を図り、全体的に意識
向上し、ほぼ徹底できているように思う。次年度も引き続き取り組んでいき
たい。

子どもの健康を考慮するとなかなか徹底とまではいかなかったが職員の環境
に対する意識は向上し、努力は出来ていたと思う。

資源やエネルギーなどの使用を工夫することで、節約可能と思われる。話し合いの場や自己評価を行うよう推進が必要と思われる。

いずれの目標に対しても意識を持って取り組めたと思うが、気候によりエアコンの使用が長引くなどの状況もあった。保育者、子ども、ともについついと
いうこともあるので、環境が変わる新年度からも引き続き取り組む必要も考えられる。

堆肥作り。諏訪
保育所

ゴミの分別。

電気の節電。

調理室から出た、野菜くずを利用しての堆肥作りをしてプランタ等の肥料と
して利用した。しかし、虫がわくなどデメリットがあり今後に課題が残る。

ごみの分別は、ごみ分別ハンドブックを参考に子どもたちとも話し合い進め
る事ができた。また職員も分別の徹底ができていた。今後も引続き、子ども
たちと進めていきたい。

電気等の節電に心がけて努めたが、今年度残暑厳しくまた冬は寒くなかなか
目標通りはいかなかった。



職員の環境に対する再確認をした上で、子ども達におろしていくようにした。エコをテーマにした絵本を読んだり、グリーンカーテンの実施など自分たち
にもできる取り組みを進めていくことで、エコの意識を高めることができた。地域の取り組み（エコの風）の一環に参加させてもらい、畳の切れ端をも
らってきたもので花瓶敷きを制作した。また地域の文化祭にも展示して、保育所での取り組みを知ってもらう機会となった。

ゴミは分別してリサイクルする。

日常的に水の節水に努める。

依那古
保育所

猪田
保育所

各部屋からの温室効果ガスの排出量を削減するため、不用な照明は消灯す
る。空調は冷房２８℃、暖房２０℃を目安に設定、衣服で調節し、節電を行
う。

おたより等で衣服の調節や体を動かすことで暖まることが出来ることなど子
どもや家の方に発信していった。保育士が節電に心がけることで、こどもた
ちの意識も変化が見られた。

入所児童に対し環境教育を実施する。花や野菜を育てる。絵本等で環境につ
いて知らせる。

畳の切れ端をもらってきて、こどもと一緒に花瓶敷きを作った（再利用）保
育室の前にゴーヤを育て、グリーンカーテンを作る取り組みをした。

水の使用量については、日常的に節水に努め、使用量を5パーセント削減す
る。

各自が節水を心がけ、繰り返し子ども達にも伝えていくように引き続き取り
組む。

空調機器の設定温度を守り、できるだけ衣類で調節する。

ほぼ実施できた。

ほぼ実施できた。

ほぼ実施できた。

ゴミ箱やゴミ置き場など、分別しやすいように工夫し、それぞれがリサイクルに対しての意識が高まった。日常保育の中で節水に努め、職員同士で言葉が
けしていくことで、生活の中に組み入れられ、子どもにも節水の意識が高まってきた。

神戸
保育所

日常的に節水に努める。子どもたちにも水の大切さを知らせ、大事にするよ
う指導する。

ゴミの中にも資源があることを、子どもたちとその都度確認する。ゴミの出
し方を子どもと一緒に学ぶ。

自動車使用時は、不必要なアイドリングはしない。

生活の中で子どもたちには、その都度『水の大切さ』に気付けるように言葉
がけをした。職員間でも常に意識するよう心がけた。

日常の中で、意識して分別できるような言葉がけをした。リサイクルについ
て話を聞いたり、考えたりした。

お互いに意識し、声を掛け合った。

日々の生活や保育の中で、子どもたちには水もゴミも大切な資源であることに気づかせてきた。今後も、継続して取り組む事が必要であると思う。また、
分別するゴミの出し方については、親も巻き込んでいく必要があると感じる。園として、今後も継続して取り組んでいきたい。



弁当持参の奨励。 弁当を持参できない職員については、プラスチックトレー等を分別する必要
性を認識することができた。

取り組み全般にわたり、理解度は増している。なお、継続の必要性を職員研修で確認が必要である。

比自岐
保育所

ごみの分別をする。（ヤクルト、ヨーグルトなどの容器をきれいに洗ってア
ルミと容器に分け、分別箱に入れる。又、リサイクル出来るものと出来ない
ものに分ける。

水を大切にする。

製作活動で使った切れ端は残し、紙の無駄使いをしない。

徹底して行われた。

年間通して常に気をつけられた。又、夏場だとプール遊び・水遊びで使用し
た水を花・野菜の水やりに使用した。

切れ端は雑紙入れの箱に必ず入れてごみと分けた。

年間を通してしっかり周知され、意識のもと環境に対する目を向けられた。

介護高齢
福祉課

コピーカウンター料金削減のため、50枚以上は印刷をし、不要コピーのな
いよう周知徹底する。

昼休みの消灯を徹底する。

コピー枚数に応じて印刷することや裏面利用に取り組んだことで、コピー料
金を節約し不要コピー枚数を削減することができた。

昼休みの消灯を徹底することで、全職員の節電意識を高めることができた。

健康推進課 森林資源の枯渇化を抑制するため、庁内回覧・供覧関係書類については、庁
内ＧＷの利用を徹底すること、個人情報・守秘義務の漏洩にならないミスコ
ピー用紙の裏面使用の徹底及び委員会等会議資料の両面印刷の徹底。

買い物の際の、マイバックの使用の徹底。（特にコンビニ等の買い物）

各個人のマイバックの利用や、近場は車を利用しないようにするなど、環境に留意し実践されているが、さらに普段からも研修に参加したりして、環境に
対する知識を高めることが大切である。また、日々の気遣いが、積み重なれば大きな削減になり、確実に大きな削減効果が期待できます。そのため身近な
ところから、取り組んでいきたいと考えます。

森林資源の枯渇化を抑制するため環境目標として継続して行う必要があり、
平成23年度も同様の目標を設定する。

買い物の際のマイバックを持参しており、目標は達成した。

節電のため、不要な点灯及び弱電気消費軽減のための電源の停止等。（離席
の際のＰＣの開閉等）

不要な点灯及び電気消費軽減のための電源の停止等（離籍の際のＰＣの開閉
等）節電に努めることができた。ＰＣの開閉等は、個人情報のセキュリティ
の観点からもある側面で有効であると考えられるため、平成２３年度も同様
の目標を設定する。



業務量が多く残業を少なくする事がなかなか徹底できない状況にあるが、
ノー残業デイの日は出来る限り徹底し、電力の消費量を削減するよう心がけ
た。

包括支援
センター

職員の健康管理及び環境にも配慮し、ノー残業デイを徹底し、電力の消費量
を削減する。

事務所にある個別空調の温度を、夏は２８度、冬は20度に設定する。

農林振興課

ノー残業デイについては実施し、電力の消費量の削減に努めた。印刷ミスを減らすことは、森林資源の保護に直結する。職場全体で印刷プレビューを事前
確認してプリントする習慣は身についたと思う。狭い事務所に多くの職員が配置されている職場環境、庁舎の一番東側1階という立地条件から業務中に窓
を開けて換気をすることが難しく、また今年の気候の影響で（夏は猛暑で、冬は寒い日や雪の日が多く）目標達成が難しかった。そのような状況の中で
も、業務に支障のない範囲で設定温度を守ろうとした姿勢は見られたと思う。

職員一人ひとりが、環境意識を持って行動するようになり、環境への取組みが必要でありこれからも全職員で工夫で環境目標と合わせて工夫していきた
い。

今年の夏は例年に比べ非常に暑く、冬は非常に寒い日が多かったので、出来
るだけ設定温度にしようと職員皆で努めたが、業務に支障の出ないよう設定
温度を超えてエアコンを使用せざるを得ない日が多かった。

森林資源の枯渇を抑制するために、印刷プレビューの事前確認を実施し、印
刷ミスを削減する。

出来るだけ印刷プレビューで確認してから印刷するように心がける職員が増
えてきた。業務の性格上、使用するコピー用紙の量も多いため、印刷プレ
ビューで事前確認するという習慣が身につけば、環境に対する影響は大きい
と判断できる。

通年において取組みがなされ、環境に対する意識の向上を図るためこれから
も行いたい。

急発進や急停車を意識的にしないようにすることで温室ガスの排出量を抑え
ることができるほか安全運転にもつながるので引き続き行いたい。

コピー用紙等は無意識のうちに多く使っているように思えるが一人ひとりの
心がけで使用料を減らすことができそうであるため引き続き徹底して取り組
みたい。

事務室からの温室効果ガスの排出を削減するため、昼休みの照明は消灯す
る。

温室効果ガスの排出量を削減するため、公用車のアイドリングや発進等は行
わない。

森林資源の枯渇を抑制するため、コピー用紙の節約に心がけ 小限の使用に
し印刷ミスを少なくする。



ごみの分別について周知徹底し、実施率を９０％以上とする。

両面コピーを徹底し、実施率を８０％以上とする。

適正に勤めることができた。

適正に勤めることができた。

１．車輌を日常多用し、時間外勤務も潜在する消費電力の多い職場として妥当である。
２．職員の取組み姿勢で、結果が大きく左右されるため適切である。
３．事務所が阿山支所に移転したことで、ガソリン消費量は前年比増となっているが、エコドライブに努め、環境負荷軽減、二酸化炭素の排出量削減に寄
与した。

建設１課

建設２課 公用車やマイカーでのアイドリングストップを周知徹底し、実施率を９０％
以上とする。

ごみの分別については、全職員意識を持ち、目標値を達成することができ
た。来年度以降も引き続き実施したい。

アイドリングストップについては、周知徹底し全職員意識して実施すること
ができた。

両面コピーを徹底し、目標である８０％を達成することができた。来年度以
降も引き続き実施したい。

ノー残業デーの徹底をし、不要な照明の消灯（昼休み、時間外等）をする。

日常的に節水に努める。

公用車及び自家用車等のアイドリングストップ及び適正管理を行う。

ノー残業デーの取組みにより残業数も減少し、必要のない箇所についての消
灯にも徹底して取り組めた。

１年を通し、課で定めた目標については、全職員の意識が向上し、徹底して適切に実施することができ成果を得られた。環境工夫等の取組みについては、
課内会議や研修を通じ、定めいている環境目標以外の日頃の日常業務を行うにあたり、環境に配慮した（節水や物品のリサイクル等）行動を心がけるよう
周知徹底を行い全職員で取り組むことができた。各目標に対応する実施状況等全体的に見た取組結果としては、良好に環境管理がされているため、今後も
引き続き徹底していきたい。



買い物にはマイバッグを持参し、持参率を８０％とする。 実施したが徹底していなかった。

昼休み及び残業時間は必要箇所を除き消灯をする。実施率を８０％以上とす
る。

両面コピー、ミスコピーなどの紙利用の徹底及び再利用可能及び不可能の分
別整理を徹底し１ヶ月の実績を７０％とする。

実施したが徹底していなかった。

実施したが徹底していなかった。

１）目標の適切性：適切な目標であると考える。
２）取組みの妥当性：　所属目標達成に向けて全員で取り組む姿勢がみられた。
３）取組み結果の有効性：未達成であったものについては継続して達成に努めたい。

建築住宅課

出納室 オフィスからの温室効果ガスの排出量を削減するため、昼休みには必要箇所
を除き照明の消灯を行なう。実施率は80%を目標とする。

ほぼ徹底できている。次年度の目標からは除外する。

公用車使用時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、実施率を80
パーセント以上とする。

買い物にはマイバッグを持参し、持参率を70パーセント以上とする。

いずれの環境目標も以前から実施しているものである。目標値については、ほぼ達成できたものと考える。新たに環境への取り組みの実施について時間を
割くことは業務上困難である。そのため、他課の取組についてのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸや先進事例の紹介など、情報提供は十分にしていただきたい。

目標は達成できているが、実施率を高める余地あり。次年度も引き続き取り
組むこととする。

ほぼ徹底できている。次年度の目標からは除外する。

議会事務局 廃棄物の減量・リサイクルの推進を行うため、ゴミの分別を徹底し、リサイ
クルできるものは、業者や購入先に依頼をする。

温室効果ガスの排出量を削減するため、公用車の経済運転、アイドリングス
トップ、タイヤの空気圧の点検を行う。

森林資源の枯渇を抑制するため、可能な限り、印刷は両面コピーを行う。ま
たミスコピー等の裏面使用を行い、コピー用紙購入の削減をする。

徹底されているため、次年度からは除外し新たな取り組みを行なうこととす
る。

ガソリン使用量は例年より減ったが、再周知を図るとともに次年度も引き続
き取り組み徹底に近づけることとしたい。

資料等の増大により、著しく印刷量が増え、コピー用紙の削減に至らなかっ
た。また印刷ミスもまだあり、今後継続して行わなければならない。

全体として、会議回数等の増により、結果として紙の購入は増加した。更なる印刷ミス、部数の点検が必要である。



エコドライブにより急発進、急ブレーキなども減り安全運転に心がけること
ができるとともに、燃費の向上に繋がった。

目標値に対しては実施したといえるものの、一部の職員のみが未実施であり
もう少し努力できるといった状況である。職員同士で実施への働きかけを行
う。

両面印刷など印刷方法についてはほぼ実施できているものの事前確認につい
てはもう少し努力できる部分がある。複数人の確認を実施することを心がけ
る。

当事務所についてはⅢの環境目標についてのみの設定でしたが、いずれもエコに対する設定であるので、基本的には個人が意識していれば良い結果が出る
ことは必然で、所属所単位で目標を設定することには、目標の適切性、取組みの妥当性については、多少の疑問は残る。しかし、取組みの有効性をかえり
みた時に、所属員相互の働きかけによりさらに取組みが充実され、燃費の向上や事務の確実性が図れるなど、実施できたことについて概ね評価できると考
えられる。

オフィスからの温室効果ガスの排出量を削減するため、昼休みには全ての事
務室内の照明の消灯を行う。

監査事務局

温室効果ガス排出量削減のため、オフィス電灯の昼休み消灯については通年において徹底されている。エコドライブについては特にマイカー運転時の意識
付けのためにも継続して目標とする必要がある。なお、公用車ガソリン使用量が前年度と比較して多くなっているが、所管する業務が増えたためである。
両面コピーについては用紙の購入量は減っているものの、徹底できていない職員もいるため継続した努力が必要である。

ｵﾌｨｽからの温室効果ｶﾞｽの排出量を削減するため、昼休みは必要箇書を除
き、消灯する。1ヶ月の実施率を90ﾊﾟｰｾﾝﾄ以上とする。

温室効果ｶﾞｽの排出量を削減するため、公用車使用時やﾏｲｶｰ運転時にはｴｺﾄﾞﾗ
ｲﾌﾞに心がけ、実施率を80ﾊﾟｰｾﾝﾄ以上にする。

森林資源の枯渇を抑制するため、両面ｺﾋﾟｰを徹底し、実施率を80ﾊﾟｰｾﾝﾄ以
上にする。

通年において徹底されているため、次年度の目標からは除外して新たな取り
組みを行うこととする。

ほぼ努力はできているが、常に心がけていけるよう次年度も引き続き取り組
み、徹底に近づけることとしたい。

徹底されていない職員もいたため、再周知を図るとともに次年度も取り組
み、全員が徹底に近づけることとしたい。

農業委員
会事務局

公用車使用時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、実施率を8０
パーセント以上とする。

買い物にはマイバックを持参し、持参率を８０パーセント以上とする。

紙の使用量を抑制するため、印刷プレビューの事前確認等を実施し、印刷ミ
スを減らすよう心がける。また、可能な限り両面印刷を徹底する。実施率を
８０％以上とする。

印刷ミス削減に向けてはさらに取り組みが必要であるが、他のエコオフィス活動目標は当たり前に実施されてきている。環境工夫等の取り組みにより、昨
年度よりも確実にプラスの環境影響を及ぼすことができるようになった。環境工夫は、業務状況に若干のゆとりがなければ後回しになりがちなので、留意
したい。法令等の順守状況、各目標に対する実施状況等全体的に見た取組結果としては、良好に環境管理がされている。

教育総務課

温室効果ガスの排出量を削減するため、公用車の経済運転，アイドリングス
トップ，積載荷物の点検，タイヤ空気圧の点検を行う。

森林資源の枯渇を抑制するため、印刷ミス用紙の裏紙の活用を図る。

室内蛍光灯の消灯はほぼ達成できたが、スタンドの消灯の徹底ができなかっ
たため、次年度も継続して取り組むこととしたい。

ガソリン使用料は例年より少なく，順調に推移したが軽油使用料はバス一台
が大型になったため使用料が少し増えた。次年度も引き続き取り組むことと
したい。

使用済み用紙をすぐに使えるよう整理が十分できなかったため、再利用が思
うようにすすまなかった。したがって次年度以降も取組むこととしたい。



取り組むべき環境目標については、費用投下を抑えた中で環境問題に対して効果的、有効であり全職員で取り組むことが出来るものに設定することが求め
られます。普段の心掛け、行動の見直しから改善できることを実施出来たと思われます。３月１１日に発生した東海大震災により、今後更なる省エネが全
国的に求められる中で無理、無駄のない目標設定、改善項目を掲げ行動に移す必要性があると思われます。

残業時には必要な電気だけにし、後は消灯する。庁舎内の廊下、階段等日中
は消灯する等節電に努め、実施率を９０％以上とする。

両面印刷、ミスコピーの再利用（裏面印刷）、印刷前のプレビュー確認によ
るミスコピーの防止などコピー用紙の削減に努める。

徹底できていない事務室等見受けられたため、周知徹底の方法を見直す必要
がある。

コピー用紙の購入量（消費量）が多いことから、これからも意識して取り組
む必要があると考える。

水道総務課 公用車使用時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、本庁等への研
修、会議、事務連絡の際は相乗りを心がけ、実施率を９０％以上とする。

公用車ガソリン使用量が２１年度に比べ微増していることから、今後もエコ
ドライブを心がけることで燃費を改善していく必要がある。

ゴミの軽減を図り、分別を行うなど取り組みに対し前向きに実施されてきている。公民館の活用が増加していることから、節電等の環境への工夫も行って
いく必要がある。法令等の遵守状況、各目標に対する実施状況等は良好に環境管理されている。

公民館利用者にゴミの持ち帰りを周知、指導するとともに、ゴミの軽減を図
り、排出については分別を心がける。

家庭内のリサイクルゴミ対応への関心も高揚し、成果を挙げてきているので
継続が必要である。

いがまち
公民館

昼休みは必要箇所を除き消灯する。

公用車使用時やマイカー運転時はエコドライブに心がける

コピーは出来る限り両面コピーをする。

ほぼ実施できた。

ほぼ実施できた。

ほぼ実施できた。

図書情報システムに向けて蔵書マーク化作業のための準備また、臨時作業員5人による蔵書マーク化作業により図書室、ホール、会議室にある図書の整備
のために使用する時間、期間が多く、前年度に比較して増加した。

大山田
公民館

森林資源の枯渇を抑制するため、印刷プレビューの事前確認を実施し、印刷
ミスを削減するとともに廃棄用紙の活用を行う。

不要な照明の消灯を行い、節電を心がける。

印刷ミスの削除とチラシ原稿など廃棄用紙の有効活用が図れたが、継続が必
要である。

節電を心がけてはいるが、数値として電気料金の削減にあらわれていないの
で継続が必要である。



徹底には至っていないため、次年度も引き続き取り組みたい。

徹底には至っていないため、次年度も引き続き取り組みたい。

徹底には至っていないため、次年度も引き続き取り組みたい。

昼休みの消灯については、窓口等の必要な箇所を除き概ね実施されてきている。ミスコピーの裏面使用については、従来からの取り組みにより概ね徹底で
きているが、両面コピーについては徹底には至っていないため、更なる取り組みが必要である。来年度は、課員相互に注意を促し、意識を高く持ち取り組
むこと。

伊賀振興課 温室効果ガスの排出量を削減するため、昼休みには必要箇所（窓口）を除き
事務所内の照明の消灯を実施する。実施率８０%以上とする。

森林資源の枯渇を抑制するため、両面コピーの徹底とミスコピーの裏面使用
を徹底する。実施率８０%以上とする。

温室効果ガスの排出量を削減するため、離席する際はパソコンを閉じ省電力
化を徹底する。実施率８０%以上とする。

法令に関する事項ならびに所属独自の環境目標について、それぞれ確実に実施されていることを確認した。

公用車やマイカーの経済運転に心がけ、タイヤの空気圧等、適正な管理を行
う。実施率を７０パーセント以上とする。

ミスコピーを防ぐため、コピー機の設定を使用前に確認し、使用後は必ず設
定のリセットを行う。実施率を７０パーセント以上とする。

ほぼ実施できた。

ほぼ実施できた。

二酸化炭素削減の為、駐車時等アイドリングストップを心がける。 ほぼ計画通り実施している。

パソコン、プリンター及びコピー機の節電については、職員の自覚も高く概ね計画どうり実施されている。残業時や昼休みの照明については、来客対応や
電話対応により、必要な部分だけの照明や消灯するなどの徹底をすることは難しい。自家用車、公用車などのアイドリングストップについては、ほぼ実施
されている。環境活動については、職員の自覚によるものであり、成果が上がっていると思っている。

水道
伊賀阿山

昼休みには必要箇所を除く照明を消灯する。実施率を７０パーセント以上と
する。

ほぼ実施できた。

水道業務課 業務終了後、情報系と基幹系のパソコン及びプリンターの電源を切る。

残業時、必要な照明のみにとどめ、不要箇所は消灯する。

ほぼ計画通り実施している。

ほぼ計画通り実施している。



１．今の職場においての目標は適切であり、このまま実施していきたい。２．３．分別においては、園児にも地球環境に良いことや地球温暖化をセーブす
ることは、自分たちの命を大事にすることにつながることを機会あるごとに伝えている。職員がまず、実行していくことを確認する。

節電（余計な照明の消灯）を心がける。

ほとんど取り組むことができた。

ゴミ分別が身に付いてきているので、取り組みやすかった。

ほとんど取り組むことができた。

子どもたちに集会の中で物を大切にすることやリサイクルのついて話をすることで環境について関心を持つことができた。また保護者にも、リサイクルに
対して関心をもってもらえるよう手作りおもちゃなども一緒におこない啓発を進めてきた。今後も続けていきたい。

壬生野
保育園

印刷ミスを削減し、ミスコピーは、裏面も使用する。

ゴミを分別してルサイクルを心がける。

子どもと共に、再利用できるごみの仕分けができるよう進めていく。

日々の生活で常に確認していきたい。

啓発のたより等で具体的に伝える。

ゴミの仕分けがしやすいように箱などを用意しておく。

環境目標にあげることで意識して取り組むことが出来た。まだまだ、達成できていないこともあるので来年度も継続していくことを、確認した。

柘植第２
保育園

「物を大切にする心」「感謝する心」をもつ。

リサイクルについて家庭と連絡をとる。

登降園時の駐車場での「アイドリングストップ」の啓発活動を行なう。

保育材料などの無駄をなくし、工夫して使う。

ごみの分別廃材利用など毎年園児に対して取り組みをすすｓ馬手居るが、小
さい頃からの環境教育が大切だと思うので、来年度も引き続き取り組む。

登校園時にはエンジンをかけたままの保護者が減少。途中迎えに来る保護者
はかけたままの人も居る。

日頃から保育材料をきちんと整理し無駄なく使うように職員に周知する。

柘植
保育園

園児への環境教育の推進を行なう。



取り組みに対する一定の成果はでているが、徹底するまでの余地がまだあるように思う。1年間を通して目標が達成できる方法を考え、実行していく必要
がある。

省資源、省エネルギ－の推進のために、パソコンやコピー機等の事務機器を
使用しないときは、電源ＯＦＦや節電モードにし、実施率を70％以上とす
る。（但し、コピー機については主に昼休みとする。）

ミスコピー用紙の裏面をＦＡＸ用紙等に利用しているが、ミスをなくす一層
の取組が必要である。

ほぼ達成できているが、引き続き目標とし、継続することが必要と思われ
る。

昼休みにコピー機を節電モードにすることが、まだできていないように思わ
れる。

目標を達成するには、職員一人ひとりが環境に対する意識を持ち、自ら実行することが必要である。従って、取り組みに対する成果が出ていると思うが、
これからも引続き目標に取り組んでいくことを望む。

島ヶ原
住民福祉

課

省資源、省エネルギ－の推進のために、ミスコピー等裏面使用を徹底し、実
施率を７０％以上とする。（但し、個人情報が記載された文書は除く）

オフィスからの温室効果ガスの排出量を削減するため、昼休みには事務所内
の照明を消灯し、実施率を70％以上にする。（但し、来客時やロビーはこ
の限りでない）

両面コピーを徹底し、実施率を７０％以上とする。

取り組みに対する一定の成果はでているが、１年間を通しての意識付けが必
要。

取り組みに対する一定の成果はでているが、１年間を通しての意識付けが必
要。

取り組みに対する一定の成果はでているが、１年間を通しての意識付けが必
要。

エコに対する意識が高まっている。

島ヶ原
振興課

森林資源の枯渇を抑制するため、印刷プレビューの事前確認を実施し、印刷
ミスを削減する。（実施率７０％以上）

公用車使用時やマイカー運転時にはエコドライブに心がけ、実施率を７０％
以上とする。

印刷物は原則として再生紙を利用する。

視聴覚教材を通して啓発し、日常的に指導を行った。

視聴覚教材を通して学習し、子どもたちと再利用に心がけた日常的に指導を
行った。

用紙の再利用を徹底した。

希望ヶ丘
保育園

日常的に節水に努める。

古紙・資源・ゴミ分別をし、リサイクルの推進をする。



離席時のパソコンのふたを閉めることについては、概ね実施率に達しているが、今後も配慮し、取り組む必要がある。他のエコ活動については、目標どお
り達成されている。

公用車使用時やマイカー運転時には、エコドライブに心がけ、実施率を８
０％以上とする。

実施率は、ほぼ達成していると思われるが、今後も努力が必要と考えられ
る。

実施率は、ほぼ達成していると思われるが、日常使用頻度が高いため、昼休
み等に離席する場合は、特に気をつける必要がある。

エコドライブについては、実施率はほぼ達成していると思われるが、なお一
層の努力が必要と思われる。

１）目指しやすく実施しやすい目標であった。
２）日常的に取り組む内容であるので、日々意識して取り組むことができた。
３）目標によっては、徹底できたものもあるが、個人の取り組みにばらつきがあるので、更に実施していくことで徹底できるようにしたい。

阿山住民
福祉課

マイバックを持参し、持参率を１００％に近づける。

席を離れる時は、パソコンのふたを閉める。実施率を１００％に近づける。

両面コピーを徹底し、実施率８０％以上とする。

毎日、昼休みは消灯を徹底している。

個人の取り組み状況にばらつきがあるので、継続して目標とする。

個人の取り組み状況にばらつきがあるので、継続して目標とする

昨年度より、保育所内の環境教育だけでなく地区交流会で保育所での子どもたちの取り組みを発信している。保育所児・保護者・地域の人々と一緒に環境
について考える機会を持てたことがよかったのではないかと思う。しかし、充分であるとは言い切れず、今後も地域を巻き込んでみんなで環境について考
えるような取り組みを今後も推進していきたい。

阿山
振興課

昼休みは必要箇所を除き消灯する。1ヶ月の実施率を８０％以上とする。

買い物にはマイバックを持参し、持参率８０％以上とする

自分たちの住んでいる環境を守り大切にしていけるよう、職員・保育園児を
対象に環境学習を実施する。また、保護者への啓発を図る。

それぞれの場所に、設定温度を表示することにより、職員が意識して取り組
めたように思う。しかし様々な状況の中、子どもの健康を管理する上で、設
定温度では実施できない状況もあった。

大きな成果としては現れないが、職員が意識して生活することで、子どもへ
の啓発ができていたように感じる。1回の取り組みでなく、日々意識するこ
とを今後も徹底していきたいと思う。

保育所内では、機会を捉えて環境について考える時間を持て来た。また、昨
年度より地域での交流会でも、地域の人や保護者と一緒に考える機械を持っ
たことで、啓発に繋がったのではないかと思う。

島ヶ原
保育所

温室効果ガスの抑制を図る為、空調設備の温度を夏は２８度、冬は２０度に
設定する。

森林資源の枯渇を抑制する為、印刷ミスの削減を図るとともに、保育活動の
中で画用紙など紙の使い方を工夫し、ｺﾞﾐの削減を図る。



教育については、菜園活動など具体的な活動を通じて、環境教育に取り組むことができた。栽培した野菜が食材となるだけでなく、食物連鎖によりリサイ
クルとなることの知らせることができた。日常の節水に努めるという目標については職員間で問題点を話し合い改善していくようにした。

日常の節水に努める。

不用な照明の消灯及び、冷房26℃暖房22℃を目安に設定する。

ほとんど取り組むことができた。

ほとんど取り組むことができた。

ほとんど取り組むことができた。

エコオフィス活動には、積極的に取り組めるようになりつつあるが、まだまだ徹底されていないことがあるので、今後も継続して取り組むべきである。環
境工夫等の取り組みにより、昨年度よりも確実にプラスの環境影響を及ぼすことができるようになった。環境工夫は、業務状況に若干のゆとりがなければ
後回しになりがちなので、留意したい。

ともだ
保育所

環境教育の実施。

両面コピーを徹底する。

続けて実施継続につとめる。

リサイクルは、なかなか十分とはいかなかったが、ゴミの分別は、ほぼ実施
できた。

サイズがあるかぎり、実施することが出来た。

紙ベースの削減によりプラスの環境影響をおよぼすことができるようになった。（水の大切さについても子どもたちと話し合う。）

たまたき
保育所

節電・節水に努める。

ゴミの分別とリサイクルに努める。

印刷物は、原則として再生紙を使用する。

ほとんど取り組むことができた。

ほとんど取り組むことができた。

ほとんど取り組むことができた。

あやま
保育所

日常的に節水に努める。

古紙・資源・ごみの分別してリサイクルの推進。



阿波診療所

ゴミの減量化や分別収集、省エネに努め効果を上げることができた。

職員研修が未実施に終わり来年度以降の課題である。

紙、雑誌類の分別収集を徹底し、実施率を７０パーセント以上とする。

診療所内の冷暖房の温度を、夏は２６度、冬は２２度に設定する。（患者が
いるため通常温度より若干暖かめに設定）実施率を７０％以上とする。

買い物にはマイバックを持参し、持参率を７０パーセント以上とする。

当初の目標設定を維持するため、意識して取り組んだので分別実施率は８
０％できた。

冷暖房の設定温度は目標より少し高めとなったが、温度調節は　こまめに実
施するよう努力したため、７０％を維持した。

個人々の意識の徹底が十分できていたので８０％以上はできた。

オフィスからの温室効果ガスの排出量を削減するため、不要な照明の消灯
（昼休み・時間外）を行う。

ほとんど取り組むことができた。

ほとんど取り組むことができた。

ほとんど取り組むことができた。

職員一人ひとりが意識をもってとりくむことができ、園児たちと取り組めることは積極的に行う事ができた。今後も引き続き意識を持って取り組んで生き
たい。

大山田
振興課

紙の両面コピーの徹底、ミスコピー等の裏面使用を徹底する。

公用車使用時マイカー運転時には、エコドライブを心がけアイドリングス
トップを行う。

節電に努める。（適正な証明と室温）

全員が意識を持って取り組む事ができた。

園児・職員ともに周知することができた。

全員が意識を持って取り組む事ができた。

まるばし
ら

保育所

ごみの分別とリサイクル。

水の大切さを知り節水に努める。



環境について、職員一人ひとりの意識が日常に根付いていることが、日頃の取り組みにおいて確認できた。が、施設の老朽化により、水漏れ、ボイラーの
不具合などにより、電気、灯油、水道などの使用量が増加してしまった。また、今年は猛暑であり、冬には雪が多かったりして天候が不安定であったこと
も、影響していると思う。そんな状況の中でも、不用な照明は消したり、夏、冬ともにエコスタイルを徹底したり、出来るところで、取り組むことができ
た。今後も継続して環境に対して意識をもって取り組んでいきたい。

ゴミの分別を徹底し、可燃ゴミの減量に努めます。

節電や消灯に努めてはいたが、ボイラー等の老朽化により、電気使用量は増
えてしまった。

エコスタイルは職員一人ひとりが意識をもって、実施できた。が暖房はよい
が、冷房は猛暑の為に設定温度が低い日もあった。

ゴミの分別、減量に努めることで、ゴミの量が一定している。

今年度、夏の間は猛暑続きであった。子どもの健康状態を守るため、室内エアコンを長時間かける必要があった。しかし、室内設定温度や印刷ミスの削
減・裏面コピーの使用については、全職員が前向きに実施できた。また、今年度は、保育園の職員だけの取り組みだったが、園舎全体を考えると子育て支
援センターの職員にも働きかける必要を感じた。

大山田東
保育園

 日常的な節電の励行に努め、不要な箇所の消灯に努めます。

 冷暖房設備の温度設定（冷房２８度・暖房２０度）や適正運転に努め、エコ
スタイルを実践します。

保育園児を対象に、定期的に環境学習を実施する。また、日常生活の中で機
会をとらえて意識を高めていけるようにする。

通年において取り組んでいるが、本年登園に併設されている子育て支援セン
ターの実施状況の影響を受けていることがわかった。今後ともに取り組む必
要がある。

職員の意識向上に伴い、成果が出ていると思われるが、保育園という職場の
内容により、継続してゴミを減らす取り組みが必要であると思われる。

職員、園児を対象に環境学習を実施し、環境活動に取り組んだ。特に、行事
を通して親子で環境について考える機会を持つことにより、成果を上げるこ
とが出来た。

公共の医療機関として、環境法令を遵守し市民の手本となるよう取り組みを行っている。特に廃棄物減量のため、分別・リサイクルに努めている。年度末
には、医薬品の棚卸しを行い適正な医薬品管理に努めている。また、定期的に放射能漏れ検査や労働安全基準に基づいた職場チェックを行い環境に配慮し
た施設管理を行っている。

大山田西
保育園

保育園内にある空調温度を、冬２０度、夏２８度に設定する。

両面印刷の実施や、印刷ミスの削減を図るとともに、保育制作紙材料の効率
的な使用により、ゴミを減らすようにする。

廃棄物減量のため、資源ごみは分別してリサイクルに努める。

ほとんど取り組むことができた。

ほとんど取り組むことができた。

ほとんど取り組むことができた。

山田診療所 オフィスからの温室効果ガスの排出量を削減するため、不必要な照明・冷暖
房等はこまめに消す。（特に昼休み）

温室効果ガスの排出量を削減するため、公用車・自家用車のアイドリングス
トップに努める。



ほぼ目標どおり、取り組むことができた。次年度以降も、目標に向けて取組を行っていきたい。

消防総務課

環境に対する意識を持ち取り組んではいるが、徹底できていないところがある。繰り返し知らせていき、取り組んでいきたい。

温室効果ガスの排出量を削減するため、来客時以外の昼休みは、事務所の照
明を消灯する。

温室効果ガスの排出量を削減するため、被服での体温調整を心がけ、冷暖房
の使用温度厳守を徹底する。

森林資源の枯渇を抑制するため、印刷プレビューでの事前確認及び印刷紙の
裏面利用を厳守する。また、ＧＷキャビネット利用やメール配信などによ
り、印刷紙使用量の削減を行う。

目標について取り組むことができたが、結果として前年度に比べて電気使用
量が増加していることもあり、今後も継続して取り組みを行う。

目標について意識を持って取り組むことができたが、結果として前年度に比
べて電気使用量が増加していることもあり、今後も継続して取り組みを行
う。

目標について徹底して取り組むことができた。今後も、本年度の取り組みに
加え、ＧＷキャビネット利用やメール配信などにより用紙使用量などを削減
できるよう、徹底を行う。

ミスコピーをなくし、部数は必要 少限にする。実施率を７０パーセントと
する。

各部屋の照明は、消し忘れがあったりして徹底できなかったので、引き続き
取り組んでいきたい。

夏は猛暑日が多く、設定温度が徹底できなかった。エコスタイルは年間通し
て実施できた。

部数は必要 小限にできたが、ミスコピーが多かったので、引き続き取り組
んでいきたい。

年間を通じた目標の取組み結果としては、2つの目標については一定の効果を上げることができたと思われる。しかし１つの目標については「未実施」と
いう結果に終わった。来年度についても、さらに実施率を上げるため、また実施できなかった目標については実施できるよう、今年度の目標を継続して取
組んでいきたい。

さくら
保育園

必用箇所以外は消灯し、不用な照明を使わない。実施率を７０パーセント以
上とする。

個別空調の温度を冷房２８℃、暖房２０℃を目安に設定する。エコスタイル
で調節する。実施率を７０パーセントとする。

印刷プレビューの事前確認を行い、印刷ミスを削減すると共に、両面コ
ピー、2in１を可能な限り利用する。実施率を７０％以上とする。

実施率をさらにあげるため、目標継続したい。

公共交通機関の利用とマイカーでの達成率が低いと考えられるため。

実施率をさらにあげるため、目標継続したい。

青山住民
福祉課

ノー残業デーの徹底を図り、可能な限り残業を削減する。また、残業する際
も 小限の電力使用を心掛ける。実施率を７０％以上とする。

温室効果ガス抑制の為、徒歩での移動や公共交通機関を積極的に利用すると
共に、公用車・マイカー運転時には経済運転を心がける。実施率を７０％以
上とする。



全職員が、目標達成に向けて取り組んだ。

廃棄物の排出抑制。

地球温暖化対策。

当センター４階部分が、がんサポートセンターに変更となった。

継続。

継続。

健診
センター

電力・ガス使用量の昨年度費１０％の削減。



総務課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

収税課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

財政課 企画課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

人権政策・男女共同参画課 同和課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

下郡市民館 寺田市民館
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

いがまち人権センター 青山文化センター
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

平成２２年度伊賀市環境マネジメントシステム・職員研修の実施状況

6月9日
課独自の環境目標の周知徹底
環境活動報告シート・温室効果ガス管理シート
ランニングコストの削減を再確認

10月18日
伊賀市独自のマネジメントシステムの周知
あり
取り組みの確認とともに、活動意識の向上が図られた。

5月19日
環境方針の確認と環境目標の設定
環境教育研修資料

10月20日
ＥＭＳの取組状況
環境活動報告シート　他
ＥＭＳの取組状況について周知を図る

5月19日
伊賀市ＥＭＳについて
環境活動報告シート　他
ＥＭＳの取り組みについて意思統一を図る

7月23日
ごみの分別
なし
分別がやりやすいよう環境を整えてみました。

10月26日
課内会議の際に、目標を確認し徹底をお願いした。
なし
取組が確認され、意識の向上がみられた。

4月30日
今年度所属目標の確認
環境管理推進員作成の資料
目標周知

10月27日
係会議を実施し、目標を確認し徹底をお願いした。
なし
目標を再認識し、意識の向上を図ることができた。

市史編纂係

総合危機管理室

4月12日
環境目標の再周知、セルフチェックシート入力確認
ＥＭＳシート
活動の継続性を確認した。

3月22日
取り組み結果について
環境活動報告シート、温室ガス管理シート
取り組み状況の確認ができた。

4月1日
今年度の財政課の取り組みについて
環境活動報告シート、温室ガス管理シート
今年度の目標の確認ができた。

8月19日
環境方針の徹底について
伊賀市環境方針
環境方針を再認識し、理解できた。

5月10日
課独自の環境目標の設定と説明
環境教育研修資料
有



ライトピアおおやまだ 市民活動推進室
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

住民課 環境政策課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

厚生保護課 障がい福祉課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

佐那具保育所 新居保育所
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 諏訪保育所
内容 実施日
資料 内容
効果 資料

効果

5月18日
環境目標の見直し
資源・ごみ分別ガイドブック
活動意識の向上を図る

今年度の取り組みに対する反省と次年度について

職員の環境に対する意識が向上した

今年度の反省から次年度の取り組みを話し合えた

職員に対して改正省エネ法の周知を行なった

6月8日
温室効果ガスについて
ニューズウィーク特集記事

3月1日
意識啓発

年度末
事業をとおしての環境目標の反省と来年に向けて
各シート
各人の認識と住民（参加者への啓発）の周知

随時
ごみの分別について
ごみの分別ハンドブックによる研修
昨年度との分別の変わったところの確認

1月29日
環境フォーラム

１名参加

11月19日

環境目標についての再周知及び取り組みの確認
0ー157・インフルエンザ予防について
取組の再確認ができた

5月7日
環境目標の確認について
なし
環境意識の高揚

4月22日
環境目標についての再周知及び取り組みの確認
なし
取組が再確認でき、意識も高まった
6月21日
環境目標についての再周知及び取り組みの確認
0ー157・インフルエンザ予防について
取組の再確認ができた

1年間の評価と振り返り

共通認識の再確認

目標の実践に向けて意識の向上を図れた。

10月5日
環境目標の周知及び確認
特になし

4月15日
改正省エネ法について
省エネ法の概要２０１０/２０１１

4月22日
今年度の環境教育の取り組み及び職場内環境目標について
ゴミの分別表

3月14日



猪田保育所 神戸保育所
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

介護高齢福祉課 依那古保育所
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

健康推進課 比自岐保育所
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

農林振興課 実施日
実施日 内容
内容 資料
資料 効果
効果 建設２課

建築住宅課 実施日
実施日 内容
内容 資料
資料 効果
効果 出納室

市議会事務局 実施日
実施日 内容
内容 資料 各シート
資料 効果
効果

資源・ゴミ分別ガイドブック
取組みが再認識され、活動意識の向上が図られた

平成23年11月29日

環境目標の再周知及びその他取組の進捗の確認

環境目標の周知及び、その他取組みの確認
資源・ごみ分別ガイドブック

12月22日

環境目標の周知及び、取組みの確認

取組みが再認識され、活動意識の向上が図られた

環境フォーラムに向けて、取り組みの確認等
なし
意識の統一がなされた

4月22日

1月21日
環境目標の再周知、及び今後の課題について
なし
意識の徹底、活動意欲の向上

6月5日
環境問題、リサイクルについて話を聞く
なし

12月21日
環境問題に関心が深まった。

平成２３年１月
プラスチックゴミ分別の徹底

周知徹底できた

環境を大切にする取り組みを子どもにどう伝えるか
なし
ゴーヤのグリーンカーテンの実施

セルフチェックシートを使って再確認
なし
身近な無駄がないか見直すことができた

6月7日
自室内の環境対策について
特になし
一人ひとりの環境意識が徹底される。

7月1日
ごみの分別（容器包装プラスチック）
ごみ分別ハンドブック
分別箱設置

平成２２年5月

5月11日
環境目標の周知徹底
目標シート、環境基本計画
基本計画に基づく環境目標の周知徹底が行えた

ゴミの分別収集
職場内のゴミを整理しながら話し合う。
一人ひとりの意識を再認識した。

なし
取組が再認識され、活動意識の向上が図られた。

1年間の評価と振り返り

共通認識を持つ



教育総務課 監査事務局
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

大山田公民館 いがまち公民館
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

水道総務課 水道業務課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 柘植保育園
内容 実施日
資料 内容
効果 資料

水道伊賀阿山 効果
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

柘植第２保育園 壬生野保育園
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

各シート
共通認識を持つ

ゴミ分別、リサイクルについて
分別ハンドブック

3月14日
一年間の評価と反省

5月7日

環境目標についての反省

全職員

４月２２日（木）
環境目標について

3月3日

9月6日
情報系と基幹系のパソコンの取扱いについて

現状維持

4月
節電、節水等に心がける。

あまり効果が上がらなかった。

4月16日
２２年度環境目標について
環境活動報告シート
目標の継続を周知し、取り組む意識向上を図った。

１０月１２日（対象者全員）

３月

環境目標の再周知及びその他取組の進捗の確認
なし
取組が再認識され、活動意識の向上が図られた。

6月22日

１年間の振り返り
ゴミカレンダー
共通認識を持つ

6月1日
ゴミの分別について
なし
ゴミ分別用に容器を設置、各自で対応できた。

ごみの分別について（プラ容器分別）
分別内容を掲載した文書
意識付けができた

６月１０日（欠席者無し）
ＥＭＳ内容の再確認
ＥＭＳ内容を口頭で説明
独自環境目標への更なる取組み意欲がうかがえた

6月18日
目標を決める
なし
周知徹底した
2月25日
今年度の反省
なし
各自の取り組みを振り返り活動意義の向上が図られた

再確認できた・保護者への啓発



希望ヶ丘保育園 伊賀振興課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 島ヶ原保育所
内容 実施日
資料 内容
効果 資料

島ヶ原振興課 効果
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

阿山振興課 島ヶ原住民福祉課
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 あやま保育所
内容 実施日
資料 内容
効果 資料

阿山住民福祉課 効果
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

山田診療所 ともだ保育所
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

環境に配慮した施設運営のため職員の意識向上を図る
9月8日

なし
取り組みが確認され活動意識の向上が図られた

なし
取り組みが再認識され、活動意識の向上がはかられた。

7月15日
環境目標の周知と確認

徳になし

2月20日

職員で周知・徹底・目標を決める。

環境目標の再周知及び取り組みについての話iし合い

平成21年度の実績
職員の環境に対する意識の高揚と確認

5月15日
環境目標を決める。

保育環境について
保育室の環境を設定する際に考慮すべきことがわかった。

4月1日
課内研修（伊賀市ＥＭＳと環境目標について）

昨年度実施状況報告

6月14日
今年度もと、啓発に向けての意欲を高められた。

室内温度の設定について。

4月16日
地区交流会においての環境啓発について。

環境目標の設定について
伊賀市EMSへの移行に関する説明資料
目標を設定することで活動意識の徹底を図る

4月15日

3月30日

1年間の評価と振り返り
各シート
共通認識を持つ

4月1日
1年間の目標を決めて課内周知
環境活動報告シート
周知した

4月20日
環境目標を決める。
特になし。
職員間で意識統一した。
11月11日

リサイクルについて取り組みを考える。
エコ絵本
子どもとともに考えた。

4月15日
課内研修（庁舎管理と環境目標について）
平成２１年度の実績
職員の環境に対する意識の高揚と確認

4月28日
ごみの分別について
分別ハンドブック
再確認できた



たまたき保育所 阿波診療所
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

まるばしら保育所 大山田東保育園
実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

大山田西保育園 実施日
実施日 内容
内容 資料
資料 効果
効果 さくら保育園

実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

青山住民福祉課 実施日
実施日 内容
内容 資料
資料 効果
効果 健診センター

実施日 実施日
内容 内容
資料 資料
効果 効果

４月２２日（木）

環境目標の状況把握と確認
なし
取り組みを確認、反省して活動推進にあたるよう周知する。

環境目標の再周知の確認
なし

3月29日（対象者全員）
取り組みが再確認され、活動意識が図られた。

10月5日（対象者全員）

目標の達成状況の確認と取組について
推進委員の資料
目標取組の再確認ができた。

実施経過を話し合う
なし
個々に意識して取り組むことが出来た

4月1日
環境目標の周知及び取組の確認

推進委員の資料

10月21日
環境マネージメントの理解と目標取組の再確認ができた。

4月15日（全職員対象）
環境マネージメントと目標の取組について

3月25日

3月
自己評価から1年間を振り返る
チェックシート
目標の達成度確認

なし
活動についての個々の認識を高めることが出来た

6月7日
環境方針及び取り組みについて周知する

活動についての理解、意識向上が図られた

6月22日
リサイクルについて
リサイクルできるまでの図式・ペットボトルシアター

取り組みの再認識ができ、活動意識の向上が見られた。

1月17日
節電・エネルギー削減のついて
絵本「エコ絵本・電気つけっぱなし」
取り組みへの再認識を図り、

4月
本年度の目標を決め、履行徹底を図る
前年度の取組み結果
前年度の結果から目標を変えず達成の徹底を図る

職員に目標数値を周知

全職員が年間を通じ取り組んだ

３月１５日（火）

１年間の実施状況を確認し合う
なし
１年間の反省をし、継続して取り組み、徹底することを確認し合った

全職員に周知し、確認した

環境目標の周知
なし


