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市の概要 
茅野市は、長野県の中部の東寄り、諏訪盆地のほぼ中央に位置

し、八ヶ岳西南麓の広大な裾野に位置しています。市域は、

266.59平方キロメートルを有し、そのうち約4分の3を森林が占

めている緑豊かな地域です。 

 

特に、八ヶ岳中信高原国定公園に代表される豊富な自然資源は

全国有数であり、観光リゾートの交流拠点としても、毎年多くの観

光客が訪れています。 

歴史的には、国宝「縄文のビーナス」「仮面の女神」や

国指定特別史跡「尖石遺跡」に代表される、縄文時代を

中心とした遺跡が市内各地に点在し、八ヶ岳山麓一帯

は生活、生産の拠点として古代から繁栄してきた地域

です。 

 

令和２年の国勢調査における人口は、56,400人です。 

令和３年４月１日の推計人口は56,080人です。 

 

 

組織の概要 
自治体名 茅野市 

代表者 茅野市長 今井 敦 

所在地 長野県茅野市塚原二丁目６番１号 

環境管理担当課 

市民環境部 環境課 環境保全係 

TEL：0266-72-2101（内線 263） 

FAX：0266-82-0234 

E-mail：kankyo@city.chino.lg.jp 

組織の規模 
令和３年度一般会計予算額 27,400,000千円 

全職員数（令和３年４月１日現在） 518名 

事業活動の内容 

茅野市役所及び外部施設における行政事務 

（参照）茅野市ホームページ 

https://www.city.chino.lg.jp/ 

 

茅野市では、地方公共団体実行計画（事務事業編）推進のため、市の実状に合わせた実効性の

ある独自の環境マネジメントシステム「エコマネ茅野」を運用し、地域の一事業者として全職員

が一丸となって事業活動により排出される温室効果ガス削減等環境活動に取り組んでいま

す。 なお、本取組の具体的な取組内容は、「茅野市環境方針」における 5つの基本方針に沿っ

て定められています。  
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  茅野市は、地域の一事業者として、自ら行う行政活動の環境への負荷の低減に率先して

努めるとともに、茅野市の優れた自然環境を次世代へと引き継ぐため、市民・事業者・滞在者

と協働し、「八ヶ岳の豊かな自然と人が調和する環境先進都市」の実現に向けて、以下のとお

り環境方針を定め、全職員が一丸となって取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～茅野市環境にやさしいまちづくり条例 第２条(基本理念)より～ 

環境の保全等は、すべての市民が健全で豊かな環境の恵沢を享受するとともに、この環境が将来にわ

たって維持されるよう適切に行わなければならない。 

環境の保全等は、すべての者の適切な役割分担の下に、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社

会を構築することを目的として、自主的かつ積極的に行わなければならない。 

環境の保全等は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることに配慮し、すべての事業活動及び

日常生活において地球環境の保全に資するよう行わなければならない。 

茅野市環境方針  

１ 「八ヶ岳の豊かな自然と人が調和する環境先進都市」の実現に向け
た各種施策を推進します。 

  「茅野市環境にやさしいまちづくり条例」「第２次茅野市環境基本計画」に基づき、地球
温暖化対策、循環型社会の構築、自然環境の保全など地域環境の保全・創造に向けて
環境に配慮した施策を推進します。 

 

２ 行政活動において適切な環境配慮を行います。 

  地域の一事業者として、日常業務における省資源・省エネルギー、廃棄物の削減・リサ
イクル、グリーン購入等を通じて環境に配慮した行動を実践します。 

 

３ 職員の環境意識を向上します。 

  研修等の実施により、職員一人ひとりの環境保全に関する理解を深め、環境意識を向
上します。 

 

４ 環境に関連する法令等を遵守します。 

  環境関連法規等を遵守し、環境汚染の予防に努めます。 

 

５ 環境マネジメントシステムの適正な運用に努めます。 

  茅野市環境マネジメントシステムを活用し、具体的な環境目標を定め、これを達成する
ため定期的な見直しと継続的な改善を行い、実施成果を公表します。 
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茅野市環境マネジメントシステム（エコマネ茅野） 
エコマネ茅野は、事業活動により排出される温室効果ガス等を削減するため、ＰＤＣＡサイク

ルを基本として取り組んでいます。実施体制は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※取組の対象範囲※ 

・市役所本庁舎及び外部施設 

・市営住宅、一部事務組合所管施設、広域連合所管施設は対象外とします。 

・運営管理委託・指定管理者制度に係る施設は、委託契約書や協定書に「規制を受ける環境法

令等を確実に遵守する」あるいは「温室効果ガスの排出量削減等の措置を講じる」旨などを記

載し、委託先や指定管理者に環境配慮を求めていきます。  

 

■活動組織 

■管理統括組織 

環境総括副責任者 
（副代表者：副市長･教育長） 

環境総括責任者 
（代表者：市長） 

環境管理責任者 
(市民環境部長) 

環境副管理責任者 
（各部長） 

内部監査責任者 

(総務部長・会計管理者) 

・環境マネジメントシステムに関する総括責任 
・環境方針、環境目標の決定 
・全体の評価と見直しの決定 

・代表者の補佐 

・環境目標の達成状況の確認、評価、是正措置
の指示 

・庁内・外部施設職
員による内部監査
の実施と報告 

環境推進責任者 
（各課長・施設長等） 

 

全職員 

・環境方針の周知、実行、進捗状況の把握、評価、
改善 

・部署取組目標の設定、実行、進捗状況の把握、評
価、改善 

・法令規制等の遵守状況を定期的に確認 

・環境方針に基づく取組の実行 
・自主的・積極的に環境活動へ参加 

環境推進副責任者 
（各係長） 

・環境推進責任者の補佐 
・共通取組項目実施状況点検票の取りまとめ等 

・エコマネ茅野のシステム
構築、実施・管理状況
の把握、記録 
・エコマネ茅野関係の書
類作成、保管 

事務局 
財政課、環境課、パートナーシップのま
ちづくり推進課、地域福祉課、商工課、
都市計画課、幼児教育課、学校教育課 

 

支援・進行管理など 協議・報告など 
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市業務に伴う二酸化炭素排出量 
 

2021年度目標温室効果ガス排出量  10,008 t-CO2 

                     実績   9,748 t-CO2 （前年度比 6.9％増） 

 

 

【排出量データ内訳： 左】施設大分類別割合 右）燃料別割合】 
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月別温室効果ガス排出量（エネルギー別） 
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エネルギーの使用量 

電
気 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 各施設の照明 、
OA機器、エアコン
等設備運転に使用 

 エレベーター乗り降りの
階差３階以内の使用禁止 

 エスカレーター利用の原
則禁止 

 帰庁時のパソコン等のコ
ンセントを抜く 

 離席時のモニター電源を
切る 

 電化製品の待機電力の削
減 

 昼休み、時間外は不要な
照明を消す 

 基準年度と比較すると、い
ずれの月も減少した。 

 昨年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、
施設の休館・休校等自粛し
ていた期間があったが、今
年度はコロナ禍での活動が
再開してきており、４～７月
は昨年度より使用量が増加
した。 

 後期では、待機電力の削減
等、こまめな節電への取組
を継続していくことが必要。 

 電気使用量は基準年度
よりは約8.5％削減でき
た が 、 前 年 よ り も 約
17.5％増加した。コロナ
禍での活動再開により、
施設の休館等がなくなっ
たため、電気使用量が増
加した。温室効果ガス排
出量の約半分が電気を
占めていることから、引
き続き日々の徹底した省
エネ取組が必要。 

 

 再生可能エネルギーの利用 

(1） 太陽光発電の利用 

 

 

 

 

 

太陽光発電自家消費量の割合 

全施設の電力消費量          13,039,444kwh 

太陽光発電施設の自家消費量     173,624kwh 

太陽光発電消費割合          1.33％ 

(2） 木質ペレットの利用 

導入施設 施設数 利用量 

学校教育系施設 5 1,250kg 

 

導入施設 施設数 発電量 自家消費量 

子育て支援施設 1 462kwh 0ｋｗｈ 

学校教育系施設 8 182,016kwh 173,624ｋｗｈ 

合計 9 182,478kwh 173,624ｋｗｈ 
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Ａ
重
油 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 庁舎、博物館等の
空調機器に使用 

 冷暖房の適正温度を設定 
 クールビズ、ウォームビズの
推進 

 ブラインドの活用（日光の取
り入れ、夜間の保温） 

 重油の使用は天候によ
り左右される。３月から
４月は昨年に比べ寒か
ったため、使用量が増
加した。また、９月は暑
い日が例年より続いた
ため使用量が増加し
た。引き続き適正な使
用に努めるとともに、
遮光や空気循環をうま
く活用した運用の検討
が必要。 

 スポーツ施設（スケートセンタ
ー）が新型コロナウイルス感染
症拡大による影響を受け、開
館期間が短かったことにより
重油使用量が大幅に減少し、
昨年度よりも使用量を削減で
きた。一方、庁舎では冬期の
寒さの影響を受け、昨年度よ
り増加した。使用量は天候に
よる影響を受けるが、使用時
間を工夫するなどが必要。 

灯
油 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 温泉施設の給
湯（保温）、議
会 棟 の 冷 暖
房、学校、その
他各施設の暖
房に使用 

 冷暖房の適正温度を設定 
 クールビズ、ウォームビズ
の推進 

 ブラインドの活用（日光の
取り入れ、夜間の保温） 

 昨年度に4～5月におい
て新型コロナウイルス感
染症対策による休校・休
館があったため、昨年度
よりも使用量が増加し
た。 

 新型コロナウイルス感染症対策に
よる休校・休館がなくなり、活動
が再開してきたことにより昨年
度よりも増加した。冬期は特に暖
房で使用されるため、エアコン等
を併用した効率的な使用を検討
していくことが必要。 
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Ｌ
Ｐ
Ｇ 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 給食室の調理機
器の使用、各施設
調理室等の給湯 

 給湯器の節水 
 お湯は必要な量をわかす 
 鍋底の水滴は拭き取ってか
ら火にかける 

 炎が鍋底からはみ出さない
ように調整する 

 昨年度のような新型コロナ
ウイルス感染症対策による
休校・休館期間がないため、
学校等において昨年度より
使用量が増加した。 

 新型コロナウイルス感染
症拡大による保育所の
休園・クラス閉鎖等の影
響により調理機器の使用
状況が左右される。引き
続き、必要最小限の使用
に努めていく。 

 

都
市
ガ
ス 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 市民館の冷暖
房空調、寿和
寮の給湯等 

 冷暖房の適正温度を
設定 

 クールビズ、ウォーム
ビズの推進 

 ブラインドの活用（遮
光、日光の取り入れ、
夜間の保温） 

 給湯器の節水 
 お湯は必要な量をわ
かす 

 市民館での使用割合が大部分を占め
ており、使用量は市民館での事業実施
状況により左右される。５月から７月
は、昨年コロナ禍で活動が自粛されて
いたが、今年度は活動が再開してきた
ため昨年度より使用量が増加した。一
方、8 月から９月は、新型コロナウイル
ス感染症状況が拡大し、事業活動が自
粛されたため、特に９月において大幅
に減少し、総使用量は昨年度よりわず
かに減少した。 

 新型コロナウイルス感染
症拡大状況の影響を受
け、文化施設（市民館）に
おける夏期の冷房や冬
期の暖房使用量が減少
したため、昨年度より使
用量が減少した。 

 事業活動が再開しても使
用量が大幅に増大しない
よう、効率的な使用を継
続していくことが必要。 
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 自動車の走行距離 

(1） 車種別走行距離 

車種 施設数 走行距離 

ガソリン車（軽貨物車） 8 33,325ｋｍ 

ガソリン車（軽乗用車） 11 125,802ｋｍ 

ガソリン車（小型貨物車） 2 2,828ｋｍ 

ガソリン車（普通・小型・軽特種用途車） 2 5,828ｋｍ 

ガソリン車（普通貨物車） 4 132,753ｋｍ 

ガソリン車・LPG車（普通・小型乗用車） 10 134,102ｋｍ 

ハイブリッド自動車 2 15,431ｋｍ 

合計 39 450,069ｋｍ 

 

(2） ガソリン車の燃費 

全施設のガソリン車での使用量  39,910Ｌ 

燃費          11.71㎞/Ｌ 

 

  

ガ
ソ
リ
ン 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 公用車の燃料 
 学校等における草
刈機燃料（混合オ
イル調合用） 

 運転の際にはエコドライブ
（急発進、急加速、エアコン
の不要な使用はしない等）
を実施する 

 駐停車時のアイドリングスト
ップを徹底する 

 公用車使用時の効率的な利
用（ルート、現場の集約化
等）を心掛ける 

 庁舎の公用車の使用はわず
かに増加したが、訪問件数の
減少、現場への出動回数の減
少等により、４月から９月まで
いずれの月も昨年度と比較し
て使用量は減少した。 

 引き続きエコドライブを心掛
け、公用車の効率的な使用に
努めることが必要。 

 学校等教育施設の休
館・休校等が昨年度よ
り少なかったため、公
用車等への使用量が増
加した。しかしながら福
祉施設や医療施設での
訪問件数の減少等公用
車使用が減っため、昨
年度よりも使用量を減
らすことができた。 
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軽
油 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 公用車の燃料  運転の際にはエコドライブ
（急発進、急加速、エアコン
の不要な使用はしない等）
を実施する。 

 駐停車時のアイドリングスト
ップを徹底する。 

 公用車使用時の効率的な利
用（ルート、現場の集約化
等）を心掛ける。 

 今年度はコロナ禍で活動が
再開しているが、７月以外は
昨年度と同程度の使用量に
抑えられた。 

 基準年度と比較しても、大
幅に減少できた。 

 引き続き、エコドライブ、効
率的な公用車の使用に努め
ることが必要。 

 医療施設や廃棄物処理
施設では昨年よりも公用
車の使用頻度が多くなる
ことにより使用量が増加
したが、下水道施設の災
害時ポンプ車の稼働数
が少なかったため、昨年
度より大幅に削減するこ
とができた。 

 

 自動車の走行距離 

(3） 車種別走行距離 

車種 施設数 走行距離 

ディーゼル車（普通・小型乗用車） 2 6072ｋｍ 

ディーゼル車（普通・小型特種用途車） 3 8,852.3ｋｍ 

ディーゼル車（普通貨物車） 1 2482ｋｍ 

合計 6 17,406ｋｍ 

 

(4） ディーゼル車の燃費 

全施設のディーゼル車での使用量  6,819Ｌ 

燃費            2.5㎞/Ｌ 
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上水道 

上
水
道 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 トイレ・洗面台
等での使用 

 飲料・調理等で
の使用 

 食器、用具洗い等におけ
る水道水の出しっぱなし
はさけ、節水に努める 

 トイレ、洗面台使用時の過
剰な水の使用を控える 

 昨年度と比較して、コロナ禍では
あるが活動が再開しており、各学
校・施設での使用量が例年並み
になったため、４月から７月は昨
年度より増加した。 

 引き続き過剰な水の使用を控え
ていくことが必要。 

 保養施設（温泉施設）の
利用者が昨年度よりも増
加したことにより、シャワ
ー等による使用量が増
加した。施設利用者へも
適切な使用の啓発をす
ることで、無駄な使用を
抑えていくことが必要。 

紙 

紙 

  

用途 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 配布物の
印刷 

 事務書類
の印刷 

 印刷やコピーの前にミス
やレイアウトを確認する 

 会議資料等の印刷は両
面とする 

 裏紙使用できるミスプリ
ントを空箱等に保管し有
効利用する 

 特に学校において、昨年は休校に
より活動を自粛していた期間があ
ったが、今年度は休校はなく、また
新型コロナウイルス感染症拡大状
況に応じ、新型コロナウイルス対策
に関する配布物が増えたため、使
用量が増加した。 

 ミスプリントを減らすなど不必要
な使用を減らしていくことが必要。 

 学校や市民活動センター、中
央公民館などの集会施設での
コロナ禍での活動再開に伴
い、通知文書や資料作成に係
る使用量が増加した。 

 両面刷りや 2in1 などの集約
機能を活用したり、必要最小
限の印刷部数にしていくこと
が必要。 
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廃棄物・資源物 

可
燃
ご
み 

  

概要 具体的な取組 達成状況（前期） 総括 

 庁舎、保育園、学
校、その他各施設
から排出される可
燃ごみの排出量 

 割り箸、紙コップなど使い
捨て品は避け、マイコッ
プ、マイ箸を持参 

 スーパー・コンビニ等では
レジ袋をもらわない 

 再利用できるものと廃棄
する物の分別 

 いずれの月もほぼ昨年度と同
程度の排出量だった。 

 例年ゴミの排出量は多くなっ
ており、可燃ごみへのプラ容
器等資源物の廃棄が庁舎に
おいて見受けられるため、資
源分別の徹底が必要。 

 保育所においては、コロ
ナ禍で活動再開に伴い、
制作等で出る可燃ごみ
の量が増加した。 

 庁舎においても昨年度
より排出量が増加してお
り、資源分別の徹底が必
要。 

 

 環境取組目標は、部署ごとに取り組む目標

（部署目標）と職員一人ひとりが取り組む目標

（共通取組項目）があります。 

 
共通取組項目 

全職員が日頃から意識して取り組む行動に関

する項目です。 

全職員に対しアンケートを実施し、取組状況を

確認しています。 
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①施設等のエネルギー使用量の抑制  

 

②自動車の適正使用  

 

③水使用量の削減  

 

④廃棄物の減量化・リサイクルの推進 

  

41%

41%

31%

55%

47%

35%

3%

8%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運転の際には、エコドライブ（急発進、急加速、エアコンの不要な使用

はしない等）を実施する

駐停車時のアイドリングストップを徹底する

公用車使用時の効率的な利用（ルート、現場の集約化等）を心掛ける

41%

34%

54%

48%

4%

7%

1%

2% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

手洗い、洗い物、洗車時等において、水の出しっぱなしをやめ、必要最

小限にする

トイレの水勢を使い分け、節水する

40%

33%

17%

23%

39%

26%

48%

57%

42%

62%

52%

64%

9%

4%

8%

8%

5%

10%

1%

1%

1%

1%

3%

6%

32%

5%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

割りばし、紙コップなど使い捨て品は避け、マイ箸、マイ水筒などを持参

する

燃えるごみの減量、紙類の分別（雑誌、ダンボール、新聞紙、その他の

紙）に努める

庁内向け資料等はグループウェアでの掲示等を活用する

コピー機やプリンターの使用時は、両面又は縮小・集約等の機能を活

用する

ミスプリントの裏紙は、用途上支障がない範囲で有効利用する

分別収集を徹底し、燃えるゴミの量を減らす

33%

53%

50%

30%

30%

52%

63%

57%

44%

21%

51%

42%

13%

33%

4%

1%

3%

4%

17%

1%

1%

1%

1%

6%

1%

6%

2%

25%

13%

5%

34%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ブラインドやカーテンなどにより熱・光・風を調整する

昼休み、時間外、会議室・トイレ使用後は不要な照明を消す

階差３階以下の場合、エレベーターは使わずに階段を利用する

会議室などにおける冷暖房の使用は必要最小限にする

１０分以上席を離れる場合は、パソコンモニターの電源を切る

エスカレーターは使用しない

冬季における重ね着などの服装（ウォームビズ）を実施する
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部署取組目標 
部署取組目標は、全庁的に共通して目指す共通取組目標と、部署ごとの業務特性に応じた

独自目標を設定して取り組みます。 

 

当市の温室効果ガス排出量の約６０％が電気使用によるものであることから、令和３年度は

「電気使用量を削減する」ことを全庁的に目指し、重点目標達成のための具体的な取組（項目 1

～項目９）までを部署ごと選択して取り組みました。 
 

 

 

 

 

部署名 目標達成のための取組 取組率 

財政課 財産区事務所の照明について通常は消灯しておき必要な時だけ点灯する。 78% 

消防課 昼休み、退庁時には必ず消灯する。 100% 

玉川地区コミュニ
ティセンター 

天候に応じて明るい日であり、照度が保てるのであれば照明を一部消灯するなど
する。 100% 

北山地区コミュニ
ティセンター 

トイレの消灯確認をこまめに行い、利用者にも節電を呼びかける。時間外には廊下
の電気を消灯する。 100% 

美サイクルセンタ
ー 

事務室や会議室で使用していない時間帯に消灯を行う。 100% 

西部保健福祉サー
ビスセンター 

日中使用していないスペースの消灯及び昼休憩時の消灯を徹底する。 100% 

北部保健福祉サー
ビスセンター 

照明が常時必要な箇所、適宜消灯する箇所のスイッチにシールを貼って印をつけ
る。毎日当番が判断して消灯できる箇所は消灯する。また、会議などで事務室内
に人がいないときは、その箇所を消灯する。 

98% 

農林課 退席時に声を掛け合う。 100% 

商工課 
SDGｓ基本目標 7 を意識し、不在時や残業時には消灯を徹底し、カウンター等の
こまめな消灯に努める。 100% 

建設課 職員同士で声掛けをして徹底する。 90% 

水道課 休憩時間や事務室内に人がいないときは、こまめに消灯する。 100% 

こども館 
・消し忘れコーナーは、意識をし見回り電気を消すなどこまめに確認をし、節電を
する。 97% 

おやすみ館 
自然光を利用する等、部屋の明るさを確認して声を掛け合い、必要ないときには
消灯する。 97% 

ちの保育園 
使っていない廊下や保育室の電気をこまめに消す。 
16時以降の事務や保育準備などは事務室で行う。 82% 

宮川保育園 

・照明が常時必要な箇所、適宜消灯する箇所のスイッチにシールを貼って印をつけ
る。毎日当番が判断して消灯できる箇所は消灯する。また、事務室、保育室内に人
がいないときは、その箇所を消灯する。 
・早めに計画し、能率的に仕事を進める。 

80% 

宮川第二保育園 朝会での呼びかけを重視し毎週月曜日の当番が周知する。 82% 

玉川保育園 
・部屋を使用しない時はこまめに電源を切ることを徹底する。 
・残業時は事務室等で仕事をし、保育室での照明使用を削減する。 80% 

共通取組 

重点目標 電気使用量を削減する 

事務室内の照明が常時必要な箇所、適宜消灯できる箇所を確認し、消
灯できる箇所は消灯する。 項目１ 
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湖東保育園 
・年度初めの職員会で、環境方針、重点目標について共有する。 
・環境方針を見えるところにラミネート掛け表示しておく。 85% 

北山保育園 
こまめな消灯を意識できるように職員間で声をかけ合う。スイッチ付近に SDGｓ
のマーク等を掲示する。 88% 

金沢保育園 
消灯を意識できるように、朝会で呼びかける。スイッチ近くに消灯確認を促す展示
をして意識できるようにする。 97% 

中大塩保育園 
職員一人ひとりが取組事項について意識し、事務室だけでなく、各部屋などにお
いても必要最低限の電気を使用することを園全体で取りんでいく。 75% 

中央公民館 
毎日昼当番が、窓口の照明を残し消灯する。事務室に人がいないときはその個所
を消灯する。当番以外でも気が付いた人が消す。 100% 

農業委員会事務局 現状、よく取組めているので、励行を継続する 100% 

 

 

部署名 目標達成のための取組 取組率 

ちの地区コミュニ
ティセンター 

消し忘れの多いトイレはこまめに消灯を職員がお互いに確認する。 
消灯を促す張り紙を掲示する。 100% 

泉野小学校 
トイレ、昇降口、廊下の電灯は曇天・雨天時を除いて、昼間はつけない。教室を空け
る時はこまめに電灯を消す。 92% 

 

 

部署名 目標達成のための取組 取組率 

地域創生課 一斉消灯後のカウンター上の照明を切る。 100% 

泉野地区コミュニ
ティセンター 

トイレ等使用するときのみ点灯させ、使用後はすぐに消す。 97% 

環境課 
終業時にブラインドカーテンを閉める。残業する人は、不要な照明を消灯するよう
にする。 80% 

地域福祉課 
全職員による消灯ケ所の確認を実施し、業務終了後における照明不要ケ所の消灯
を徹底する。 80% 

高齢者・保険課 帰宅時に声を掛け合い、必要な照明以外の消灯を確認する。 100% 

東部保健福祉サー
ビスセンター 

できるだけ残業時間がバラバラにならないようにし、節減を図る 95% 

幼児教育課 
幼児教育課事務室の照明は、決まった時間に自動的に消灯しないので、他の課が
消灯したタイミングで必要ない場所の電気を消す。 80% 

豊平保育園 
・ノー残業デイには、定時退勤に心掛ける。 
・残業時には、事務室で残業を行う。 83% 

中央保育園 
毎週水曜日のノー残業デイを徹底するとともに、残業時の照明は必要最小限にし
て電気使用量の削減に努めます。 80% 

米沢保育園 
残業の際は各保育室での仕事は必要最小限とし、事務室で事務処理等行うよう、
声を掛け合う。 84% 

玉川小学校 時間外勤務を減らす。退勤時は、職員室の印刷機等の電源を切る。 95% 

生涯学習課 会議室で残業の場合で事務室に誰もいない場合は、全消灯する。 80% 

八ヶ岳総合博物館 引き続き、残業していない場所の消灯に気を付ける。 100% 

 

項目２ 

項目３ 

自然光を採用し、昼光のみで必要照度が得られる場合は、可能な範囲で

消灯する。 

残業時、照明点灯は必要最小限とする。 
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部署名 目標達成のための取組 取組率 

税務課 係ごと当番を決める。 100% 

秘書広聴課 理事者含め課内だけでなく、応接室等利用者への呼びかけを行う。 80% 

市民課 
退庁時に自分の周りにあるパソコン、プリンター等の電源をオフにして、節電を心
掛ける。 80% 

米沢地区コミュニ
ティセンター 

職員内で声をかけあい、節電に努める。 100% 

豊平地区コミュニ
ティセンター 

職員同士で確認し合う。 
音による確認。 100% 

中部保健福祉サー
ビスセンター 

当番制により、当番が責任を持って行います。 100% 

建設関連事業推進
課 

当番制とし、必ず電源を切る体制をつくる。最終退庁者がチェックする。 80% 

会計課 
終業時には職員各自責任をもって電源を切るようにした上で、窓口当番の最終確
認は徹底する。 100% 

こども課 
原則、その日の当番が電源を切る。残業する場合は最後に退室する職員が電源を
切るよう定期的に周知する。 80% 

学校教育課 
・こまめな電源 ON,OFFを心がける。 
・共通機器の電源の確認を一人ひとりが意識するようにする。 80% 

米沢小学校 
最終施錠者が、プリンター等の電源を切った後に、日誌に「異常なし」の記入をす
る。 100% 

湖東小学校  引き続き，互いに節電に気を配る。 93% 

家庭教育センター 最後に退出する人が館内の見回りとともに、電源の確認をする。 100% 

生涯学習課図書館
係 

最後に退館する職員は職員玄関に貼った注意事項を見て確認を忘れないように
気をつける 100% 

 

 

部署名 目標達成のための取組 取組率 

宮川地区コミュニ
ティセンター 

使用しない時はコンセントを抜くようにしたい。 85% 

みどりケ丘保育園 
・沸かす量を最低限にする。 
・設定温度を下げる。 
・休憩時間が終わったらポット等の電源を切る。 

92% 

 

 

部署名 目標達成のための取組 取組率 

防災課 定期的に朝礼で、モニターの電源を落とすように呼びかけを行う。 73% 

企画課 回覧板にて節電について周知を行う。 90% 

パートナーシップ
のまちづくり推進
課 

受付カウンターの仕様上、来庁者にモニター内の情報が見えてしまう可能性もあ
り、情報漏洩防止の観点からも徹底する必要がある。定期的に課内で呼びかけを
行い、各自のデスク等に表示を行うことで、職員の意識付けを促す。 

88% 

項目４ 

項目５ 

項目６ 

退庁時にパソコン、プリンター、電気ポット等の主電源を切る。 

電気ポット等電気製品の使用時間を短縮する。 

離席時にはパソコンモニターの電源を切る。 
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金沢地区コミュニ
ティセンター 

離席時にはパソコンモニターの電源を切る。 100% 

湖東地区コミュニ
ティセンター 

事務連絡や会議等で事務室を離れる際、パソコンモニターの電源を切る。 100% 

観光課 部署内で意識共有を徹底する。 100% 

都市計画課 打合せ及び会議等で離席する場合、声を掛合い電源を落とす習慣を身に付ける。 80% 

泉野保育園 
パソコン作業終了した場合は、消えたかどうかの再確認をしたり、次に使用する人
がいる場合は、声をかけて続けて使用できるようにする。 87% 

北部中学校 ・朝会、職員会などで呼びかける 67% 

議会事務局 離席時は、１０分を越えない場合でも、極力モニター画面の消灯を行う。 100% 

選監事務局 
職員同士で積極的な声がけを行う。 
また席を離れる際に、行き先とともにモニターの電源を切ったことを可能な限り
報告する。 

92% 

 

 

部署名 目標達成のための取組 取組率 

健康づくり推進課 事務室内のエアコンに設定温度のシールをはり、徹底できるようにする。 83% 

永明小学校 
冬期の暖房は健康を一番に考えるが、室温を意識してストーブのこまめな温度調
節、消火に心がける。 96% 

豊平小学校 
・冬期、換気をしながらストーブを使う際 
20～22℃を維持できるよう、各教室の状況に合わせて設定するようにする。 82% 

永明中学校 
・ストーブ使用の約束事を再確認する。 
・取り組みの状況や成果を定期的に確認し、呼びかける。 78% 

長峰中学校 
ストーブ使用の方法とルールを使い始めの時期に徹底する。また、こまめに消すと
いう意識の高揚を図る。 93% 

スポーツ健康課 
衣類等や加湿器で体感温度を上げる。 
温度計や湿度計を置いて室内環境を見える化する。 95% 

 

 

部署名 目標達成のための取組 取組率 

総務課 節度あるクールビズ、ウォームビズの実施について、周知を行う。 88% 

宮川小学校 
衣服の調節を意識。 
換気の徹底。 
冬季の暖房における適切な室温設定。 

83% 

茅野市立北山小学
校 

空調機器の始動時間を職員室で集中管理し、使い過ぎやつけっぱなしを抑制す
る。 93% 

 

 

部署名 目標達成のための取組 取組率 

中大塩地区コミュ
ニティセンター 

地区の会議を水曜日以外に設定していただく。 100% 

小泉保育園 
毎週水曜日のノー残業デイを徹底するとともに、残業時の照明・暖房は必要最低
限にし電気使用量を削減する。 75% 

項目７ 

項目８ 

項目９ 

空調設定温度は夏期 28℃、冬期 20℃を徹底する。 

ウォームビズ、クールビズを実施し、空調機器の使用を抑制する。 

ノー残業デイを徹底する。 
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金沢小学校 
毎週金曜日を定時退勤日とし、全職員が１８:００には退勤を終えられるように計
画的に仕事を進める。 82% 

東部中学校 
水曜日が定時退勤日と設定されているので、週暦・日報での周知や当日周りの声
掛けなど定時退勤を意識づける。 68% 

尖石縄文考古館 
職員同士で声を掛け合って残業しないようにする。必要があってどうしてもする
場合は、同じ週にノー残業デイを決めて課長に報告する。 80% 

 

 

 

部署ごと業務特性に応じた目標を設定し、ＰＤＣＡサイクル（Plan『目標を立てる』→Do『実

施する』→Check『点検する』→Act『改善する』＋フォロー『所属長からの指摘・指導等』）によ

り取組を進めています。 

実施状況の評価は、A（非常によく取り組んでいる）、B（よく取り組んでいる）、C（改善の余

地がある）、D（もう少し頑張って欲しい）によりチェックしています。 

 

総 務 課 

目標 目標達成のための取組 

毎週水曜日のノー残業デイを徹底し、電気使用量の
削減に努める。 

部課長会議やグループウェア等で、ノー残業デイの徹
底を周知する。 

両面刷り、割り付け印刷、裏紙利用により、コピー用
紙の削減に努める。 

ＰＣからの印刷における初期設定を「両面刷り」にす
る。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

90% ウォームビズの取組をどうす
るか、周知されていない。 
水曜日の超勤については、先
方の都合による会議等、やむ
を得ないもの以外はほとんど
行われていないが、超勤届を
出さずに、業務を行っている
職員が多少見受けられる。 

ウォームビズを取
り組むかどうか、方
針を決める。 
 
ノー残業デーの徹
底を呼びかける。
（総務課、各部署の
課長等から） 

・ウォームビズの取り組みについては、庁舎
管理の担当課である財政課を巻き込ん
で、方針を決めた方がよいと思います。 

・ノー残業デーの徹底については、継続的な
取組が必要ですので、引き続き呼びかけ
を継続してください。 

・コピー用紙の削減については、みんなが意
識して取り組めていると思いますので、継
続してください。 

評価 

B 

 

 

財 政 課 

目標 目標達成のための取組 

庁舎の空調機温度の適正な管理（温風・冷風の送風、
停止）を徹底し、省エネルギー対策に努めます。 

会議室等の空調について、会議終了後連絡してもら
い、空調予約票に終了時間を記入して、空調の停止
を徹底する。 

金抜き設計書等をホームページからダウンロードで
きるようにし、コピー用紙の使用量を削減します。 

建設工事、委託業務の金抜き設計書を PDF化し、ホ
ームページで閲覧できることで用紙の使用量を削減
する。 

指名通知書等を電子メール化することにより、コピー
用紙の使用量を削減します。 

建設工事、委託業務の競争入札を電子入札化し、紙
入札通知等を削減する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

75% 空調機の温度管理について、新
型コロナウイルス感染症対策とし
て換気のため窓を開けっ放しの
まま会議をする等、省エネルギー
対策を講ずることが難しかった。 

全部の窓を全開で
なく、部分的に開け
るか１０分ごとに換
気を行うようにし
た。 

ペーパーレス化や電子入札の導入などの
項目は目標達成できたと評価する。 
コロナ下における冷暖房費軽減は難しい
部分であるが、改善内容を着実に実行
し、更なる省エネに努めていただきたい。 

評価 
B 

独自取組 
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税 務 課 

目標 目標達成のための取組 

離席時にはパソコンモニターの電源を切る。 隣同士の職員でチェックする。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% １．当番を決めることで確実に実
施することができた。よって、
当番制は有効である。 

２．各々が意識をすることによっ
て実現がはかられた。相互作
用は有効である。 

１．当番制を維持していく。 
２．コミュニケーションを活
発にし、気づいてことを
指摘し合うより健全な
組織を構築する。 

職員全員が意識を共有し、目標が
達成できた。今後も継続していく
が重要である。 

評価 

A 
 

 

 

 

防 災 課 

目標 目標達成のための取組 

裏紙の使用率を向上させるため、気象ＦＡＸの裏面を使
用する。また、使い切れない分は他部署へ配布する。 

資料作成時の試験印刷時には、裏紙を使うように、
お互い呼びかける。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

70% モニターの電源ボタンを押してもモニタ
ーが消えないパソコンがあり、そこにつ
いては、行いたくても行えなかった。 
また、課長の持ち運びできるパソコンの
場合、どうするのか考えていなかった。 
裏紙利用のために差込から出している
が、プリンターの仕様上、エラーが出や
すい。 

電源ボタンの不具合であ
れば、管財係に相談する。 
持ち運び用パソコンは、
パソコンをたたむ（とじ
る）ことで対応する。 
裏紙利用については、多
めにプリンターにセットし
ておくことで、エラーが起
こりにくくする。 

課の分掌事務の特性として、
多くの装置の電源を常時起
動状態にしておく必要があ
るなど、エコと相反する取扱
いが多い職場ですが、可能
な限り環境に配慮した取り
組みに努めている点を評価
します。 

評価 

B 

 

 

 

 

消 防 課 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量削減（ミスプリントの減） 
印刷前にプレビュー画面の確認 
誤字脱字の確認 

印刷前の誤字脱字の確認を行う。 

裏紙や使用済み封筒など資源の再利用の徹底 
プリンタのトレイ１段を裏紙専用にし、裏紙使用を徹
底する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

90% 署内で閲覧する文書につ
いては、裏紙を使用した
が、それ以上に裏紙とし
て出されるものが多いと
感じた。 

印刷時に、極力、裏紙を使用す
る。 
印刷前、プレビュー画面で確認
し、ミスプリントを減らす。 

電灯の消灯や冷暖房の節約などに
努めていただきました。 
署内の文書は、ほぼ裏紙を使用する
ことができましたが、裏紙を出さな
いことに重点を置いてください。 

評価 

A 
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秘 書 課 

目標 目標達成のための取組 

紙使用量の削減に努める。 
ファックス受診用紙は裏紙利用。 
理事者日程は、極力、データで出力。 

リユース、リサイクルの推進を図る。 香典返礼品等を、必要とする部署へ進呈する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

87% 庁内会議の際、空気清浄機、
冬場はピーマック（冷暖房機
器）を多用するが、つきっぱな
しとなっている事が多かった。 
秘書広聴課は裏紙を使用する
場面が少ないため、まず、ミス
プリントや印刷不要な書類の
精査を都度行うことが必要だ
と感じた。 

庁内会議の前の電源オフの声掛けを
更に徹底する。（特に夕方からの会議
など、部屋を最後に使用する時） 
４月からコピー使用が複合機に集約さ
れるため、試行的に複合機でコピーす
る際には設定をよくチェックする。 
突発的な会議等で、暫定的に大量な資
料が送られてくる場合は、内容を見て
すぐにプリントアウトが必要かどうか、
課長係長と相談の上、印刷する。 

来客者や理事者への配慮
と環境負荷低減のバラン
スを取りながら、目標達
成に向けて日々課内で気
づいた事を話題にし、業
務の改善を進めて下さ
い。 

評価 

B 

 

 

企 画 課 

目標 目標達成のための取組 

退庁時に電気機器類のコンセントを抜く。 目標１の取組の回覧板にて周知を行う。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

90% 
モニタ電源は意識的に消すよう
に心がけることができた。 
他に、退庁時における、プリンタ
ーやポット等の電源は忘れずに
切ることができた。 
今後、残業時等少人数に対して
課内全部の電気を付けることが
ないよう気を付けたい。 

モニタへ「帰庁時電源切
ること！」等テプラで表
示して徹底を図りたい。 

電気使用量についての改善意識が高
まり、電化製品の待機電力の削減は課
の全員によって徹底された。 
業務量、人員数の変更により電気使用
量の定量評価は難しいが、今後も電気
使用量の削減を意識して電力使用の
効率化に努める。 

評価 

A 

 

 

地 域 創 生 課 

目標 目標達成のための取組 

会議、研修におけるペーパーレス化の推進 
外部との会議は ZOOMを活用して、資料の共有を
WEB上で行い、ペーパーレスを推進する。 

「広報ちの」の省資源化。 
引き続き、構成を見直し、平均ページ数を 36ページ
から 34ページに減らす。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

87% こまめな消灯も徐々にできるよ
うになってきた。 
広報紙のページ削減は、月単位
では達成できない月もあった
が、トータルのページ数では削
減目標を達成することができ
た。 

電気ポットを切り忘れて帰
ることがまだあるので、呼
びかけたい。 
広報紙のページ削減は、分
かりやすく伝えるための工
夫ができ、ページの削減を
しても市民からのクレーム
もなかったので、次の目標
設定を考えたい。 

部所の取組として、共通及び独自
目標は、達成できたものと評価す
る。一事業者として、より一層の環
境負荷低減に努めるとともに、再
度環境方針を確認する中でゼロカ
ーボンに向けた具体的な取組テー
マの設定及び実践を課全体で進め
られればと考える。 

評価 

B 
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市 民 課 

目標 目標達成のための取組 

コピー用紙の使用量削減。 
両面印刷、裏紙使用、印刷前のプレビュー確認等をし
て、用紙の使用量削減する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

78% 
裏紙を使用して印刷する場合
や、コピー機のトレーに裏紙を
入れてコピーする場合に、用紙
に折れがあると紙詰まりを起こ
すことが頻繁にあることによ
り、何枚も印刷やコピーし直す
ことになることがあった。 

プリンターやコピー機のトレ
ーに入れる裏紙について
は、折れのない裏紙を利用
するようにして、裏紙印刷
で使えない用紙はメモなど
に使用することにする。 

市民課は、パソコン・プリンターの
台数が多いので、全職員が節電に
心がけるようにお願いします。ま
た、コピー用紙については枚数が
多い場合、割付印刷を行い、削減
に努めてください。 

評価 

B 
 

 

パートナーシップのまちづくり推進課 

目標 目標達成のための取組 

冷暖房の適正利用に努めます。 

空調の適正利用（設定温度及び使用時間）を、利用さ
れる団体へ周知徹底するため、各部屋の空調スイッチ
付近の適正利用表示を案内する。トイレの便座のふた
を閉めて、暖房の節電に努めます。 

事務処理に係る紙使用量の削減に努めます。 

庁内への連絡についてはグループウェア掲示板や回
覧板を活用し、ペーパーレス化に取り組むとともに、
印刷ミス防止のためのレイアウトや枚数の確認を係
内で複数の人が行うことを徹底します。 

グリーン購入に努めます。 
消耗品の購入は、環境に配慮した商品を選ぶように
努めます。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

98% 
後期はイベント開催時のチラシ
印刷も再生紙を活用したり、無
駄の無いよう必要枚数を検討す
る中で作成した。自分たちで作
成するときはそれが可能だが、
業者へ委託するときにはもっと
精査をする必要がある。 

配布する対象を精査する中
で必要枚数を業者に委託す
る。 

紙の使用量縮減のため、電子デー
タでの情報共有、裏面活用、縮小
印刷等取組ができている。概ねエ
コにつながる対応ができていま
す。引き続き必要枚数等を精査し、
無駄の削減に努めましょう。 

評価 

B 
 

 

ちの地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

コピー用紙の使用量を削減する。 
印刷プレビュー確認の徹底と、可能なものはすべて
裏紙を利用する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% 
館内の利用がない時
は、ホール照明を消灯
し電気量を抑制した。 

現在の取組みを維持し、
見直しが必要な場合は、
その都度対応していく。 

夜間貸館利用者のトイレの電気消し忘れが数件
あったが、貼紙等で注意喚起をしたことで改善
がみられている。また、コピー用紙の使用量に
ついても昨年と比較し削減されている。 
いずれも効果が見られているので継続して取り
組みをお願いしたい。 

評価 

B 
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宮川地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

コピー機やプリンターの使用時は、両面又は縮小・集
約等の機能を活用する。 

コピー用紙の再利用が出来るように整理整頓をす
る。機器の縮小・集約等の機能の確認。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

85% 年末年始に会議資料を作成す
る機会が多く、印刷ミスが目立
った。これは、プリンタの初期設
定が両面印刷に変更になり、慣
れていないため。 

印刷の際には、設定の確認を毎回
することによって防ぎたい。 
また、エクセルデータを印刷する際
には、PDFに変換し、プレビューで
確認することも取り組みたい。 

日々の積み重ねが大切で
す。引き続き取り組んでく
ださい。 

評価 

B 

 

米沢地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

環境への取り組みを地区へ広めるため、環境保護の
意識を浸透させる。 

会場使用団体へ声かけしながら、節電への意識を広
げる。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

67% 
会場使用団体への節
電の呼びかけを行う
ため、会場無人時の対
策が必要。 

鍵の貸出時に声かけを
すると同時に、使用簿へ
の節電呼びかけメモを
添付した。 

夜間貸館利用者の電気消し忘れが見受けられ
たが、使用上の注意喚起をすることにより改善
されてきている。会議等の印刷物については、
両面印刷をするなど紙の省力化に努めた。ま
た、レイアウト、印刷プレビューを確認し印刷ミ
スを抑制することができた。 

評価 

B 
 

豊平地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

空調設定温度は夏期 28℃、冬期 19℃を徹底する。 服装を工夫する。 

残業時、照明点灯は必要最小限とする。 廊下や階段の照明は議開始 10分前に点灯する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

97% 
暖房を控えめに設定しても、厚
着をすることで快適に過ごすこ
とができる。 

衣類の着脱などの工夫を奨
励していきたい。 

今後とも継続していきましょう。 評価 
B 

 

玉川地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

冷暖房はクールビズ、ウォームビズを活用し必要以上
の冷暖房をしないように心がける。 

事務室内が寒くなるため、ウォームビズを活用して暖
房費の削減を意識する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% 
ウォームビズで暖房費の削減は
意識しているが、古い建物のた
め足元がかなり冷えることがあ
った。足元をうまく冷やさない
方法があればより暖房費の削減
につながると感じた。 

暖かい素材のスリッパ
や靴などでウォームビ
ズをより取り組んでい
くことで改善する。 

事務室内での節電等は意識して取り
組みができている。貸館において電気
の消し忘れ、トイレの水の閉め忘れな
どが見られたことがあったため、使用
者により意識してもらうための工夫を
取り組んでいく必要がある。 

評価 

A 
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泉野地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

施設内の節水に努めます。 
施設内の水道を定期的にチェックし、閉め忘れがない
か確認する。 

燃えるゴミの減量に努めます。 
ゴミを減らすよう職場内で声をかけ合いながら減量
を目指す。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

92% 今年は寒かったので、帰る際に
水道の元栓の締めが甘く、一度
凍結してしまった。また、水道元
栓を閉め忘れることが何度かあ
った。 

片づけの際、職場内で声を
かけながら再発防止に努め
たい。 

目標１・３については、年間を通し
て習慣化できたと思います。目標
２については、今後改善を目指し
てほしいです。 

評価 
C 

 

 

 

金沢地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

不要な照明の消灯、暖房器具の適切な温度管理を行
い、電気使用量を削減する。 

施設職員が注意を払うのはもちろん、施設利用者に
もその旨を指導する。 

ゴミの量を削減する。 
コミュニティを使用した団体が出したゴミは、自分達
で片付けることを再徹底し、また、施設利用者にもそ
の旨を指導する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% 新型コロナの影響で飲食の
イベントが自粛された結果、
水道やガスの利用は例年よ
り大幅に減った。 
また、ゴミの量も大幅に減っ
た。 

改善による使用量の減ではないため、
今後とも見直しを行って使用料削減に
努めていきたい。 
特にゴミの量の減少は、施設利用者が
出していたゴミがそれだけあるという
事であるので、今後もゴミは自分たち
で片づけることを指導していきたい。 

継続的な取組が必要であ
ると考える。また、管内利
用者への啓発方法も工夫
を凝らすことも必要にな
ると思う。 

評価 

C 
 

 

 

 

湖東地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

紙使用量の削減を目指す。 
印刷前にレイアウトの確認を行ったり、両面印刷や裏
紙使用等行い紙の使用料を削減する。 

節電・節水・温度管理を利用者に呼びかけを行う。 
利用者に対し、節電や節水を呼びかける。また、暖房
の利用頻度が増えるため取り扱いの注意喚起を含め
温度管理について声がけを行う。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% 目標に掲げたことについては、
特に問題なく取り組むことが出
来た。今後も引き続き継続して
いく。 

現状、見直す必要はないと
思われるが、見直しが必要
になった際はその都度対応
する。 

引き続き目標を達成できるように
取り組むこと。また、今後も利用者
に節電等意識してもらえるよう周
知していくこと。 

評価 
B 
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北山地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

両面印刷、割付印刷、裏紙使用を積極的に行い、紙使
用量を削減する。 

プリンターの横に裏紙で使える紙を置き、利用しやす
くする。会議資料の削減を図る。 

冷暖房機器の適正温度による使用を徹底する。 
夏季 28℃、冬季 20℃に設定し、利用者にも暖房機
器の温度調整を呼びかける。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

95% コロナ対策により換気をするこ
とで室内の温度が下がるため、
暖房器具が長時間入れっぱなし
になることが多かった。 

服装で体温を調整し、換気
についても来客が無いとき
は頻度を減らすなど室温を
保つ工夫をする。 

目標１，２については年間通してよ
く取り組めていた。目標３について
は冷暖房を使う時期により工夫が
必要と感じる。 

評価 
B 

 

 

 

中大塩地区コミュニティセンター 

目標 目標達成のための取組 

不要な照明を消灯します。 
コミュニティ利用者に喚起を促すとともに、確認を徹
底する。 

コピー用紙の節約 
印刷前は、レイアウトの確認をし、裏紙使用、両面・割
付印刷を積極的に行います。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

99% 
目標に掲げたことにつ
いては、特に問題なく取
り組むことが出来た。 

コピー用紙の節約は CCとしてミスプリ
ント等は減っているものの、本庁からの
プリンター設定誤りで CCでプリントアウ
トをされる場合があるので、プリントアウ
トする前にプリンター設定の確認が必要
と思われる。 

引き続き取り組みを継続し
てください。 

評価 

B 
 

 

環 境 課 

目標 目標達成のための取組 

日常業務に SDGsの意識づけを浸透させる。 私の SDGsシートをつくり、掲示する。 

退庁時にパソコン、プリンター、電気ポット等の主電
源を切る。 

当番や最後に帰庁する人が主電源（電源タップ）を確
認し、確実に切る。 

各種案内チラシ配布、各種イベント開催時に市民への
環境意識向上を働きかける。 

該当する SDGsアイコンを市民向けチラシ等に記載
する。イベント参加者アンケートに省エネ取組欄を設
ける。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

80% 私の SDGsシートを
つくり、掲示したが、
その目標を立てたま
まチェックできる体
制でなかったので、
掲示だけでなく振り
返られるような取組
が必要と考えます。 

私の SDGsシートは、部署の PDCAシート
での実施状況把握時に私の SDGsシートに
ついても確認できるようにする。 
電気ポットは、勤務時間終了後にブラインド
カーテンを閉めるときに電源を切ることで、
徹底する。 
パソコン電源の電源タップの場所を全員で
確認しておくことで、当番や最後に帰庁する
人が誰であっても電源を切れるようにする。 

電気ポットの電源を切る時
間を一定の時刻にすること
は、「切り忘れ」を防ぐいい方
法だと思います。また、パソ
コンの電源はモニターの電
源を落とすことを徹底する
のも大切ですので、自分から
も朝礼等の際に話をしてい
きます。 

評価 

B 
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美サイクルセンター 

目標 目標達成のための取組 

ごみの減量及びリサイクルの推進を図る。 
職場内で発生した廃棄物の分別やコピー用紙の裏面
活用を徹底する。 

プラスチック類の資源化に対する啓発活動を行う。 
市民からの問い合わせ時にプラスチック類は資源で
あることを分かりやすく案内する。 

環境意識の向上を図るため、分別活動の取り組みに
ついての啓発活動（地区分別説明会の開催） 

分別内容の変更について、引き続き分別活動の啓発
や説明会開催により、理解を深めていく。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

80% プラスチック類の分別に関する
市民からの問い合わせに対し、
電話やメール等で説明してきた
が、まだ定着していないと思わ
れるため、周知方法の見直し等
が必要である。 

市民からの問い合わせ
が多い事項をまとめ、市
のホームページ等で解
説する。 

プラスチック類を資源として回収、リ
サイクルすることで、資源の有効利用、
可燃ごみの減量化に繋がります。コロ
ナ禍で説明会の開催も難しい状況に
ありますので、ホームページを充実さ
せることは、ひとつの手段として有効
であると考えます。 

評価 

B 
 

 

地域福祉課 

目標 目標達成のための取組 

日常業務に SDGsの意識づけを浸透させる。 
毎月の係会で SDGsへの取り組みを依頼する。後期
の業務改善では SDGsの効果につながる取り組み
を積極的に行う（報告件数の 2/3以上を目指す）。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

40% 

SDGsを意識した取り組みが
少しづつ増えてきていると感じ
ている。 

課内会議、係会で目標の周
知を繰り返し実施する。 
コピー機の前に茅野市の環
境方針や基本取組項目を掲
示し、自然に意識できる環
境を作る。 

照明不要ケ所の消灯については職
員全員が取り組むところまで近づ
いています。この取り組みが
SDGsへつながると思いますの
で、課内会議、係会等で繰り返し周
知を行ってください。 

評価 

C 
 

 

高齢者・保険課 

目標 目標達成のための取組 

離席時にはパソコンモニターの電源を切る。 
離籍する本人以外にも、隣や席を立った職員が、つい
でに事務室内の PC画面を意識して確認する。 

会議資料は原則両面印刷。職員の回覧物は裏面使用
もしくは割り付け印刷等を心掛け、コピー用紙の削減
に努めます。 

印刷の初期設定を両面にしておく。リサイクル用紙
（裏紙）を、プリンター横に設置し、使用しやすいよう
にする。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

93% 
不必要な照明は消す、紙の使用
削減に努めることは概ねできて
いた。 
離籍時に PC画面の電源を落
とすことについて、徹底できて
いないところもあったが、係ご
との朝礼等で呼びかけ、改善で
きた。 

引き続き、定期的に声がけ
等を行い、意識を高める。 

最終の帰宅者等が照明を消すこと
を徹底できていた。裏紙使用につ
いても積極的に利用できていた。
不在時の PCモニタの電源につい
ては、個人で意識するより、声がけ
をお互いにし合うことで消し忘れ
を防ぐことができるので、引き続
き徹底していただきたい。 

評価 

B 
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健康づくり推進課 

目標 目標達成のための取組 

ミスプリントの裏紙は、用途上支障がない程度で有効
利用する。 

ミスプリントの用紙をコピー機のすくそばに置き、使
用できるようにする。 

不要な電気はこまめに消します。 
健診や相談等で使用が終わったあと、速やかに電気
や暖房、エアコンを消します。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

80% 印刷をする時に、確認してから
印刷するため、裏紙が大量に出
ないので、裏紙で十分というも
のが新しい紙に出てしまい、結
果、それが裏紙となる。 

印刷をする時に、プレビュ
ーにより確認してから印刷
する 

電源のこまめなON・OFFや、冷
暖房の温度設定などは、習慣化す
ることが大切です。今後も継続的
に取り組んでください。 

評価 

B 
 

 

 

東部保健福祉サービスセンター 

目標 目標達成のための取組 

離席時、帰宅時にパソコン画面の主電源を切る。 定期的に全員で確認する 

コピー用紙の使用枚数の削減。 裏紙使用の声かけをする 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

95% 
残業が必要な時は実施日を合わせ
る・定期的な声かけにより節電の
意識は高まったが、緊急対応に出
る時等、PC画面の主電源を切り
忘れる事が見られており徹底が必
要。またコピー用紙は手帳交付時
に渡す冊子が足りず印刷する等、
コピー以外での使用があり削減が
進まなかった。 

離席時に PC画面の主
電源を落とすよう、声か
けを継続する。手帳交付
時の冊子は不足しない
よう主管係と印刷数に
ついて相談する。 

職場全体での取組は、だいぶ定着
しています。引き続き、取り組んで
ください。 
冊子の印刷ついては、担当課との
調整をしていくとよいと思いま
す。 

評価 

B 

 

 

 

西部保健福祉サービスセンター 

目標 目標達成のための取組 

こまめに床暖房の温度設定を調整をする事で灯油使
用量の軽減を図る。 

気温予報を確認し、気温の変動に合わせて床暖房の
設定温度を調節する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% 

省エネに対する意識が定着し
た。 

取り組めているため、これ
以上の改善はない。 

全員が前向きに取り組んでいた。 評価 
A 

 

 

 



28 

 

 

 

中部保健福祉サービスセンター 

目標 目標達成のための取組 

コピー用紙の使用枚数削減に努めます。 
縮小、両面による印刷又はコピーを行い、コピー用紙
の使用枚数削減に努めます。 

自動扉の節電を行う。 
空調を使用しない時は、自動扉の電源を入れず扉を
開放することで、自動扉の節電を行います。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% 冬場に西日を取り入れることに
より、暖かさを取り入れること
はできるが、眩しさによりカー
テンを閉めてしまうことが多か
った。 

レースのカーテンを上手く
使い、眩しさを遮断しつつ、
暖かさも取り入れるよう工
夫したい。 

目標達成できていますので、継続
して取り組んでいってください。 

評価 
A 

 

 

 

北部保健福祉サービスセンター 

目標 目標達成のための取組 

空調(冷暖房)機器を使用する際に、電気や灯油の使
用料を削減するよう努めます。 

空調設定温度は夏期２８℃、冬期２０℃と設定し、空
調機器使用時には、1時間毎に温度計をチェックし、
こまめな調整を行う。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

92% 

目標 1、2について、問題なく
達成できている。 

継続して、実施する。 
目標が達成されていますので、継
続して取り組んでください。 

評価 

A 
 

 

 

農 林 課 

目標 目標達成のための取組 

退庁時に、パソコン、コピー機、プリンター等電子機器
の電源ＯＦＦを徹底する。 

朝礼等で随時確認する。 

ポットの電源を確認しコンセントを外すことを徹底す
る。 

終了時間が近くなってきたら最終利用者が電源を切
るよう周知する。 
退庁時に係長がコンセントを外す。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

99% プリンター等は冬季に電源を切る
と次の日の朝に機器がうまく動
作しないこともあり、電源オフに
することが必ずしもエコに繋がら
ない場合もあると感じた。 

プリンターは電源を切ら
ないこととし、パソコンと
コピー機の電源を切るこ
ととしたい。 

パソコンやポット等については、確
認しながら実行できていたと思い
ます。 
プリンター及びコピー機について
は、機械の動作環境を優先する事
が良いと思います。 

評価 

B 
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商 工 課 

目標 目標達成のための取組 

ノー残業デイの徹底を図る。 
朝礼等でノー残業デイであることを徹底し、できるだ
け 6時前には帰宅する。 

会議資料等の簡素化、再利用可能用紙の裏面活用、
印刷前のプレビュー確認を徹底するなど、日常業務
活動における環境負荷の低減を図る。 

裏面印刷やプレビュー確認の徹底を行い、必要最小
限の資料作成及び印刷枚数に努める。 

茅野・産業振興プラザ、ワークラボ八ヶ岳等におい
て、節電に取り組む。 

ミーティングルームなど、こまめな消灯とエアコンの
調整を依頼する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

88% 概ね達成されているが、ときお
り、資料の印刷ダブリが見受け
られるので、注意喚起を図って
いきたい。また、引き続き環境
負荷の低減に努めていきたい。 

会議資料の簡素化を担当課
だけでなく、取りまとめ課
も含め、全庁的な見直しが
必要。 

職場内での目標確認を随時行い、
引続き、環境負荷の低減を意識し
た取組を実践しましょう。 

評価 
B 

 

 

観 光 課 

目標 目標達成のための取組 

千駄刈自然学校、すずらんの湯、公衆トイレ等におい
て、節電に取り組む。 

各施設に利用していない場所の消灯や冷暖房等の調
整を指示する。 

内部の回覧文書等の印刷においてコピー用紙の使用
量削減に取り組む。 

ミスプリント等を利用した手差し印刷を心掛ける。 

会議資料等の印刷において、コピー用紙の使用量削
減に取り組む。 

極力両面印刷を心掛ける。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

97% 
目標１、３、４は日常的に取り組
むことができてきている。 
目標２は正職員の目が行き届か
ない部分もあり大きく節電に取
り組めない部分もあった。 

施設に立ち寄った際
には冷暖房の設定温
度等を細目に確認し、
適切な設定となるよう
心掛ける。 

目標の内容は係員に浸透し、高いレ
ベルで実施することができている。 
目標には掲げていませんでしたが、暖

房機の吹き出し口を工夫することによ
り暖房効率が高まり、補助的に使用して
いた電気ストーブの使用頻度が減少し、
重点目標である電気使用量を削減する
ことができた。 

評価 

B 

 

 

建 設 課 

目標 目標達成のための取組 

日常業務に SDGｓの意識付けを浸透させる。 身近な取り組みを意識する。 

道路等の構造物には、リユース、りサイクル原材料を
使用する。 

建設課で発注する工事の設計書に表示する。 

外灯の LED化に向けて取り組む。 
修繕時に切り替え可能な場合は、随時切り替え作業
を行う。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

74% 
道路構造物については、リユー
ス、リサイクル材を使用すること
が平常化されてきている。 
SDGｓバッジの着用について
は、持っていない職員がいるた
め目標を達成できなかった。 

次年度以降の目標として、
SDGｓのバッジがなくても
意識できる取り組みを考え
ていく。 

リサイクル原料の利用は適正に行
われている。 
街灯の LED化については、費用
がかかることであるので、計画的・
効率的に切り替えていけるよう進
めてください。 

評価 

C 
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建設関連事業推進課 

目標 目標達成のための取組 

日常業務に SDGsの意識づけを浸透させる。 
現在行っている業務が SDGsのどれに位置するの
か常に意識していく。（都市建設部 SDGs研修テキ
ストを見返す） 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

90% 

電気ポットの電源を切り忘れて
しまうことがあった。 

引き続き、各自が節電を心
がける。 

ゼロカーボンの推進及び SDGｓ達
成のため、電源を切る等、小さな
ことから意識して行きましょう！ 

評価 
B 

 

 

都市計画課 

目標 目標達成のための取組 

グリーンカーテンを設置する 
グリーンカーテンの温度調整は季節柄限界があった
が、ブラインドの開け閉めを小まめに行うなどし職場
環境の保全に努めた。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

97% 
・共通取組目標については、一日の仕事を終
えて帰庁する際は徹底できたが、一時席を
離れる場合が今一つ徹底できなかった。 

・グリーンカーテンの設置は植物相手という
ことで日常の水やりや栄養管理が肝で、長
期の休みの場合など管理が難しい面があっ
た。ブラインドの開け閉めを並行して小まめ
にすることで一定の成果はあったと考える。 

・離席の際電源を切
ることを習慣づけ
ることが大切。忘
れている状況が見
受けられたら率先
して近くの人がオ
フにする。 

「小さいことから少しずつ」
モニター電源も切るクセをつ
けることが肝要かと思いま
す。グリーンカーテンは効果
というよりエコに対する姿勢
は評価したいです。 

評価 

B 

 

 

水 道 課 

目標 目標達成のための取組 

老朽管の布設替えを進め、有収率の向上を図る。（通年） 計画に基づいて老朽管の布設替えを実施する。 

排水設備の施工方法の指導及び本管の管理の向上（清
掃・点検） 

排水設備の設置、築造工事等事前打ち合わせを
十分行う。 
本管の清掃点検等、調査個所を増やし早期に補
修対応をする。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

80% 
・事務所内の照明の適時消灯に
ついて、課内職員の意識は高
い。 
・公共下水道本管の管更生は、
雨水の侵入（不明水の減少）に
効果があることから引き続き実
施する。 
・排水設備の施工方法と現地検
査及び本管・マンホール等の
清掃・カメラ調査による不明
水の減少に効果があることか
ら継続して実施していく。 

・事務所内の照明の適時消
灯について、課内で普及
啓蒙を引き続き行う。 

・有収率の向上（不明水の減
少）には、本管の管更生
やカメラ調査による修理
損傷個所を早期に発見し
早期修繕を実施する。 

・マンホールポンプの圧送
先のカメラ調査を実施
し、破損・補修箇所を発見
し早期に修繕する。 

下水道本管及びマンホールポンプ
圧送先の破損状況を把握するため
のカメラ調査を継続して行うこと
で、効率的に管更生工事を実施す
ることができると考える。次年度
以降も継続して調査を実施するよ
う計画されたい。 

評価 

B 
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会 計 課 

目標 目標達成のための取組 

電気ポット保温温度を 90度にする。 電気ポットの設定温度を 90度にしておく。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% 職員全員が終業後意識して電
源を切り、最後に当番が確認す
ることで、電源の切り忘れをな
くすことが出来た。 

職員全員による毎日の意識
づけと具体的行動が大切で
あり、終業後は意識して電
源を切るようにする。 

取組をさらに徹底するため、チェ
ック表をつけるなど確認漏れのな
いような運用を考えたらと思いま
す。 

評価 

A 
 

 

こ ど も 課 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量を削減することで環境への負荷の低減を
図ります（会議資料の簡素化、電子データでの共有、
裏面利用、イベントチラシを A5版にする等）。 

過去３年間の使用量を把握し、四半期ごと比較、課内
で共有し、使用料の削減に向けた意識づけを図る。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

80% 目標１については、概ね取組が
定着している。 
目標２については、コピー機を
２課で共有しているため、使用
量の把握は難しい。また、新型
コロナウイルス対応のための通
知等が増加したため、使用量は
増加傾向にある。 

紙使用量について、部
内での意識の共有を
図る。 

目標 1については、取組が定着してき
ているので引続き、各自が気をつけて
いくと共に、当番や最後に帰宅する職
員が再確認をしていただくようにお願
いします。 
目標の 2について、裏紙を使用する場
合は、細心の注意をしてほしいこと、ま
た、両面印刷や可能な範囲で割付け印
刷をして用紙の使用量削減に努めてく
ださい。 

評価 

B 

 

 

こ ど も 館 

目標 目標達成のための取組 

水の出しっぱなしや水勢に気をつけ、節水に努める。 

・こまめに見回りをし、水道からの水漏れや出しっぱ
なしに対応をしてり、利用者に声かけをして意識し
てもらうようにする。 
・キッチンを利用する際に、水の出し過ぎや、出しっ
放しにすることがないように気を付ける。 

アルミ缶を回収する。 ・チノチノ前にアルミ缶回収 BOXを設置する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

89% 
・館内のコーナーによって、消灯
しておくことができる場所が
あるが、季節により日の当た
りに差があり、消したりつけ
たりするタイミングが難しい。 

・水道は、構造上一ヶ所水を出
すと、他の水道から水が出る
ことがある。 

・館内を見回る時など、コー
ナーの明るさを確認し、必
要に応じて電気をつける。 
・水道の構造を職員が理解
し、時には利用者に伝える
ことで、意識しながら利用
してもらえている。 
・チノチノ利用者と一緒に、
アルミ缶の回収の必要性を
再検討していく。 

１ 館内は場所により、日の当たり
加減が違ったり、明るさにも差が
あるので、見回った時に明るさの
調整を引き続き行っていく。 
２ 出勤の職員の入れ替わりが多
いが、エコについての状況も伝え
合うなど、同じ意識を持って取り
組めるようにしていく。 
３ 以前から続いている活動は、見
直しをするなど、必要かどうかを
検討するようにする。 

評価 

B 
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幼児教育課 

目標 目標達成のための取組 

ノー残業デイの徹底 ノー残業デイについて、当日朝礼で、呼びかける。 

消耗品や備品の共有 
事務室内を常に整頓し、余剰物品があった場合は、各園に
周知し、必要な園に譲る。ない場合は、会計課に戻す。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

68% 
前半に引き続き、照明消
灯や消耗品の共有につい
ては、みんなで取り組む
ことができた。ノー残業
デイの徹底については、
コロナ対応や職員の減に
より後半にかけて徹底で
きない時が多くなった。 

業務上コロナ対応が多く、ノ
ー残業デーの徹底は難しい。
コロナ対応はしばらく続くと
思われるので、消耗品の共
有や必要のない照明の消灯
等、日常的にできることを引
続き行っていきたい。 

業務量が増加し超過勤務が多い中にあ
っても、健康管理や家庭のために早く帰
ろうとする姿があった。消耗品につい
て、余剰となるポスターや紙、ファイル
を保育園に回したり、事務室内の整理
整頓に努めたりすることができた。今後
も継続して目標に掲げ、改善していくよ
うに心掛けたい。 

評価 

C 

 

 

 

お や す み 館 

目標 目標達成のための取組 

病児・病後児の利用がない場合には、給湯器を使用し
ない等、ガス使用量の削減に努める。 

利用児がいる場合でもガスを使用したらすぐにスイ
ッチを切るなど意識し確認する。 

事務室内及び利用する部屋のエアコンをこまめに消
し、電気量の削減に努める。 

部屋のカーテンを開けて部屋を温める。また、利用し
ていない部屋のエアコンが消えているか確認する。 
エアコンの温度を常に意識する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

98% 
節電、節水に気をつけて保育を実
施してきたが、電気の消し忘れ等
時々あった。利用児の有無かかわ
らず、朝は室内を暖める。今年の冬
は寒さが厳しかったので、節電が
難しいときもあった。 

今までも配慮してきたこ
とだが、室内温度の設定
を低くしたり、利用児の
ないときには素早く暖
房を停止する等心掛け
ていく。 

節電やガスの使用量の削減に配慮
して業務を進めてこられた。時々
使用していない電灯の消し忘れや
ガスのスイッチの止め忘れ等あっ
たが、年間を通して、目標達成に
向けて取り組めた。 

評価 

B 
 

 

 

ち の 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

ペーパーレス化、ミス印刷の削減、両面印刷、廃棄用
紙の裏面使用を進め昨年より使用量の削減する 

印刷前に間違いがないか複数の目で確認したり、両
面印刷・裏紙使用の掲示をし意識できるようにする。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

84% 
1,2とも、気付いたことがあった時に、
朝会・夕会他、随時声を掛け合った。意
識して取り組むことができた。 
3月は、新年度に向けての資料作り、家
庭配布通知の校正、印刷が多く、裏紙使
用もしたが、使用量が増えた。 

定期的、または随時
の意識付けが有効。
継続していきたい。 

一人一人の意識が大切。必要な物
（こと）、不要な物（こと）をしっかり
分けて仕事を進めたい。 

評価 

B 
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宮 川 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

紙使用量の削減に努める。 

・ミスプリントをなくす。（必要枚数早見表を随時更新し、無駄が出ないよう
にする。） 

・裏紙使用を徹底する。 
・コピー用紙の他、画用紙、色紙等保育材料についても必要枚数を持って
行き、無駄遣いしないよう職員会、朝会で周知する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

80% 
コロナ禍での保育なので、密集を避けるた
め、部屋を分けての保育になり、電気量、水
道料の削減にはつながらなかった。そんな
中でもプラごみや、その他のプラごみの回
収などできることから子どもや職員と一緒
に取り組むことができた。メール配信をし
てペーパーレス化を心掛けたが、受信され
なかったり、結局内容を忘れた方には、電
話や紙ベースでの配布を行ったので、二度
手間になる事もあった。 

年度初めに職員間で、
取り組み目標を確認し
合い、節水や、節電に心
掛け、プラごみや、その
他のプラごみの回収
は、継続していく。来年
度は、ＩＣＴ化が進むた
め、ペーパーレスになる
ように取り組んでいく。 

節電、紙の使用について
は、朝会や夕会で周知する
ことで、意識して取り組む
ことができたと思います。
今後も全体で、エコマネに
ついて目標等確認し合い、
職場全体で取り組んでほし
いと思います。 

評価 

B 

 

宮 川 第 二 保 育 園 
目標 目標達成のための取組 

残業時、照明点灯は最小限にする。 遅番が見回り残業は事務室でできるように声をかける。 

節水に努める 
子ども達と水道の使い方の約束をする。トイレの後は担
任が見回りを行い、節水を意識していく。 

紙の使用量を削減する。 裏面利用・ミスプリントの削減・回覧を共有する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

83% 
事務室内の照明は常に職員のほとんどが消灯
個所を意識できるようになってきた。残業時
に事務室で仕事をすることは、まだ全職員に
浸透できていないので、意識を持てるように
投げかけていく必要を感じる。節水ではトイレ
掃除の時の見回りや子どもへの投げかけ等も
できてきた。また洗濯の回数を減らすなど、考
えながら行うことができた。紙の使用は、無駄
を出さないようにすること、また裏紙の利用
を自然と行えるようになっている。 

残業の内容を事務
室でできるように、
一人一人が仕事の
段取りをつけるこ
とを意識していく
ように投げかけ節
電につなげる。 

一人一人の意識により良く
なってきたことも見られてき
たが、実際にはなかなか取り
組めていないこともあるの
で今後も職場全体でのエコ
に向けての意識を高めてい
かれるように投げかけたり、
やりやすい方法を考えて取
り組んでいきたい。 

評価 

B 

 

玉 川 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

冷暖房の電力の節減をする。 
エアコンとストーブの併用を徹底する。 
室温が低い時にはストーブ、温度維持にはエアコンを使用する。 

紙の使用量を削減する。 
・印刷前に文章等を確認し、ミスプリントを出さないようにする。 
・両面印刷や縮小印刷で用紙の削減を図る。 

電気ポットの使用時間を短くする。 8時早番がポットの電源を入れ、１６時の夕会後に電源を切る。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

78% 
・引き続きクラスの
責任者が責任をも
って保育室やトイレ
などの消灯を心が
ける。 
・印刷することが増
えているが、裏紙
利用したりする。 

・保育室やトイレはクラスの責任者が責任をもっ
て、その箇所を消灯することを心がけたので、
消し忘れ等が減ってきている。 
・寒い日が多く、コロナ禍もあり、換気をするた
めに窓やドアを開けておくことが多かったた
め、なかなか節電には至らなかった。 
・紙の使用量については、ミスプリントをなくす
ことや裏紙を使うなど徹底されてきている。 

今年度は寒い日が続き、換
気をしながら暖房するな
ど、節約につなげることが
できなかった。引き続き職
員が意識して節約に取り組
むとともに園児にもできる
ことを伝えながら進めてい
きたい。 

評価 

B 
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湖 東 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

印刷前の確認を徹底し、裏紙をださないように
するとともに、出てしまった裏紙の活用と、縮小
集約印刷でコピー用紙の削減を図ります。 

・本当にコピーが必要なものか見直しを行い、裏面利用の
活用と、会議資料の縮小に心掛け紙の削減に心掛ける。 

・会議資料の縮小に心掛ける。 

毎週水曜日のノー残業デイを徹底するととも
に、残業時の照明やエアコンの使用は最小限に
して、電気使用量の削減に努めます。 

・夕会にノー残業デイであることを伝え、時間に帰るように
伝達する。 

・どうしても今日やらなければいけない仕事なのか声を掛
け合い、時間に帰るようにする。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

79% 
コロナ渦の関係で年齢によ
っては複数のクラスを使用
することで、消毒や掃除の
ためクラスで作業しなけれ
ばならないこともあった
が、残業時は事務室で仕事
が定着してきている。 

保育士の SDGｓの理解
が周知をし、子ども達に
も伝わるようにしていき
たい。年度当初には重点
目標を共有し、園全体で
取り組めるようにしてい
きたい。 

コロナ対応で複数のクラスを使用したり、
冬は寒い日が多くあったことで節電がで
きないこともあった。今後も職員が環境
問題に対して意識を持ち、SDGｓについ
ても理解し日々の取組を継続していって
ほしい。SDGｓについては子ども達にも
伝わる工夫をしていってほしい。 

評価 

B 
 

豊 平 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量を削減する。 
・ミスプリントを出さないために、印刷前の確認をする。 
・両面印刷や、縮小印刷で、用紙の削減を図る。 

冷暖房の電力の削減を図る。 
・エアコンとストーブの併用を工夫して、立ち上がり時はストー
ブを、温度維持にはエアコンを心がけて使用するようにする。 

ごみの排出量を減らす。 ごみの分別を行い、リサイクルに努める。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

80% 子どもの製作物の、廃棄の仕方が気に
なる。紙や、段ボール、牛乳パックや、
空き箱などをガムテープで止めて製
作したものを、そのままたたんで廃棄
している。紙テープをはがし、分別して
廃棄することができないか。 

・廃棄までの見通しを
もって、製作物をつく
る。 
・わずかなずくを出し
て、分別してリサイク
ルできるようにする。 

今年度はコロナかであったり、厳
しい寒さが続いたりして、換気を
しながら暖房するなど、節約出来
ない面もあった。職員自ら、エコ
に取り組むとともに、園児にもエ
コ活動を推進していきたい。 

評価 

B 
 

北 山 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

節水に努める。 
水量を大量に出さない事を定期的に子ども達にも伝えてい
く。見本となる様に保育士から水量に気を付けて使用する。 

残業時の電気使用は最小限にする。 
子ども降園後は、事務室や保育室、仕事をする場所を決め
て仕事を行う。 

使用していない電化製品のスイッチを切ったり、
コンセントを抜き、電力消費量を削減する。 

定期的にスイッチやコンセントの確認をして積極的に切るよ
うにしていく。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

87% 
・スイッチ付近に SDGｓのマークを貼る
と、気付き意識できていた。同じ場所に
貼っておくと慣れてしまい、意識しない
事も見られた。 
・保育士が水量やスイッチを切る事を意
識している姿を子ども達が見る事で、子
ども達も意識して行う事が増えた。 
・SDGｓのマークを見せながら、子ども達
に話をすると SDGｓについて知ってい
る子も多くいた。家庭でも話には出てい
る様子である。 

・スイッチ付近に貼る SDGｓ
のマークは位置を定期的に
変える。 
・SDGｓについて当たり前に
なることは必要であるが、慣
れて忘れないように定期的
に声をかけていく。 
・コロナ感染対策で、同じ部
屋に多くの職員が集まれな
い為、集まる部屋を２・３か
所に決め部屋数を少なくし、

・引き続き、SDGｓを子ども
と保護者に浸透するように
工夫をする。 
・コロナ感染防止に努めなが
ら、子ども降園後は電気を
使用する部屋の数を減ら
す。 
・保育士から率先して SDG
ｓに関係する行動をする。行
動の内容は子どもにも分か
りやすい、資源の無駄遣い

評価 

B 
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・子ども降園後はなるべく一つの部屋に
集まり仕事をするようにしていたが、コ
ロナのレベルによっては感染予防の為、
部屋を分けて仕事をした。 

子ども降園後の電気使用が
減るようにする。残業自体
を少なくする 

をしない、食べ物を大切にす
る等を中心に行う。 

 

中 央 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量を削減する。 
印刷前の確認を徹底し裏紙を出さないようにするとともに、出てしまっ
た裏紙の活用と、縮小集約印刷でコピー用紙の削減を図ります。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） 
フォロー 

（指摘・指導等） 

80% 
職場内で、部署の取り組み目標を見えやすい場所に貼
り、職員に定期的に話をして意識統一を図るようにした。 
毎週水曜日は、朝会でノー残業デイであることを伝え徹
底を促した。残業時の照明は必要最小限にして電気使用
量の削減に努めた。 
印刷のミスは減らして、両面印刷に心がけてきた。お便
りは、コロナの関係で出すプリントが増えたが、コピー用
紙の削減には心がけていきたい。 

毎週水曜日には、朝
会でノー残業デイで
あることを伝え、節
電を徹底していく。 
印刷ミスを減らすこ
とを徹底していく。
また裏紙利用も徹底
していく。 

毎週水曜日には、朝
会でノー残業デイで
あることを伝え、節
電を徹底している。
また、印刷ミスを減
らす努力をしてい
る。これらのことを
継続していくこと。 

評価 

B 

 

米 沢 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

紙の裏面使用や、印刷ミスを減らし、紙の使用を削減
する。 

印刷する際は複数で内容を確認し合ってミスを減ら
るようにし、職員配布物は、裏面を使用する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） 
フォロー 

（指摘・指導等） 

75% 
・残業時は、ほぼ事務室で事務処理
をおこなえているので、事務室を使
いやすい雰囲気にしたり、声を掛け
合うことを引き続き行っていく。 
・忙しいと印刷物のミスが多くなる
ため、内容や枚数などの確認を念入
りに行うことが必要である。 

・今後も、残業の際は事務室で仕事を
行うよう、お互い声を掛け合ってい
く。また、意識が持てるよう、職員全体
に継続的に周知を図っていく。 
・印刷物の内容を複数で見直し、しっ
かり確認をしてから印刷を行うように
する。 

・職員全体が共通
認識を持って取り
組めるよう、今後も
職員全体への周知
を図っていく。 

評価 

B 
 

金 沢 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

電気ポットの使用時間を短くして、電気の使
用量を削減する。 

使用する時コンセットを入れ、３時に電気ポットの電源を抜く当
番を作り、使用時間を短くする。 

使っていない電化製品のコンセントを抜き、
電気の使用量を削減する。 

使用したらコンセットまで抜くということを周知し意識を高め
る。当番が、最後に見回りを行い確認する。 

資源ごみを適切に分別し、遊びに活用しな
がら環境負荷の実施に努める。 

保育室に資源ごみ分別ボックスを用意し、子どもにも呼びかけ、
ゴミが出る際に意識してゴミの分別ができるようにする。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

87% 
・事務室内の照明などみんなが見える場
所は、複数の職員で意識するので、お互
いに気をつけて節電することができた。
電気ポットなど目につきにくい場所は、
担当が意識してポットの電源を入れたこ
とで節電になったが、担当不在時には長
時間使用している時もあった。 
・資源ごみについては、各保育室に分別
ボックスを作り保育士が意識して声をか
けたので年長児は自ら分別する姿が見ら
れる。遊びへの活用がなかなかできなか
った。 

・エコマネの取り組みに
ついて職員会で複数回
話題にして、職員全体
で意識して取り組むよ
うにする。 
・資源ごみ分別に関し
て、職員・子どもが意識
できるように各部屋に
分別ボックスを用意し、
SDGsのイラストも園
内に掲示して意識でき
るようにする。 

・エコマネの取り組みを話題にし
たことで、職員間で意識して節電
していた。休憩事務代替や長時
間保育担当、調理員等の様々な
立場の職員へも周知し、更に園
全体で取り組めるようにしてい
くと更なる節電や資源ごみの適
切な回収につながっていくので
はないか。今後も、環境問題や
SDGsの取り組みなども意識し
ながら、日々の取り組みを継続し
てほしい。 

評価 

B 



36 

 

泉 野 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

職員会の際、事務室で使用するテーブルの上の照明
をつけ、それ以外は消灯する。 

引き続き、使用していない場所の電気等の消灯に努
め、会議前に声がけし確認をする。 

冷暖房を使用する際、室内温度をこまめに確認する。 
気温や活動内容等によって、温度管理を行い、換気と
の調節をこまめに行う。 

ブラインドやグリーンカーテンで、熱、光、換気などの
調整をする。 

ブラインド等を活用して室温を下げない工夫をした
り、日差しにより調節をする 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

86% 午睡中など使用していない時間
帯は、トイレや廊下の電気や暖
房の管理等を取り組むことがで
きた。 

全員で意識して取り組める
よう、定期的に確認してい
く。 

今後も積極的な取り組みを継続し
ていきましょう。 

評価 
A 

 

小 泉 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量を削減 
裏紙の利用や印刷機とコピー機の使い分け、印刷前に
プレビューを確認し、印刷ミスを減らす。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

70% 燃料費の高騰化のため、灯油式ストーブ
の使用を減らし、エアコンを使用する頻
度が増えてしまった。 
前期に続き、コロナ関連の通知や資料等
の印刷や研究発表に向けての資料作成
のため、印刷する枚数が増えてしまった。 

引き続き、印刷する
前の印刷プレビュー
での確認チェックを
怠らず、印刷ミスを
減らす。裏紙利用や
縮小印刷に努める。 

令和３年度、県、市の研究発表、レポ
ート作成のため、紙の使用量が多く
なってしまったが、裏紙利用、縮小
印刷等を心がけてきた。今後も、引
き続き一人一人が意識をして、取り
組んでほしい。 

評価 

B 
 

み ど り ケ 丘 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

毎週水曜日のノー残業を徹底し、電気使用量の削減
に努めます。 

時間になったら声を掛けあい帰宅する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

75% 

職員全体で意識し、声を掛けあ
うことで、全員が取り組めた。 

今後も声を掛けあってい
く。 

目標を意識して行動することがで
きてきている。 

評価 

B 
 

中 大 塩 保 育 園 

目標 目標達成のための取組 

子ども達の分別意識の向上 
給食で提供されるお菓子の袋など、プラスチックの分別をす
ることで、リサイクルに関心が持てるよう働きかけていく共
に、他年齢にも共有できるよう発信していく。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

78% 共通取組事項について、一人一人が
意識して取り組めるように共有する
ことや、年長児が取り組んでいる分
別について他年齢や保護者の方に
発信していくことが大切である。 

新年度が始まる際に職
員への投げかけや、月
に一回共通取組事項に
ついて周知する。 

年度が替わり、園全体で共有する
ことや、職員一人ひとりの意識を
高めていくことが強化されること
に期待する。 

評価 
B 
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学 校 教 育 課 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量の削減を図る 
・会議資料の簡素化や PC上で確認できる時は印刷を行わない。 
・裏面印刷、両面印刷、縮小印刷を心がける。 
・印刷前に印刷レイアウト、枚数等の確認を行う。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

80% 退庁時の電源
OFFは概ね達成で
きていたと思いま
す。紙の削減につ
いてもミスプリント
をなくすよう徹底
したい。 

一人ひとりが
意識してミス
プリントをなく
すように注意
喚起をする。 

目標 1について： 
取り組みが定着してきているので引続き、当番だけでなく
最後に帰宅する職員が再度確認をするよう取組みたい。 

目標 2について： 
プリンターに印刷されたまま放置されている場合等があ
る。裏紙利用や両面印刷等の紙利用削減に取り組んでは
いますが、今一度印刷の必要性を確認する必要があると
考えます。 

評価 

C 

 

 

 

永 明 小 学 校 

目標 目標達成のための取組 

教室を出るときには、必ず消灯 係活動の取り組みの中に入れ、係児童を中心に子どもたち自身
が努力できるようにする。部分点灯にも心がける。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

95% 
各クラスで係活動などでも取り組み、全
校で意識することにより、教室の消灯に
ついては守れるようになった。室温につ
いては、感染症対策で常時換気をするた
め、20度の徹底をしてもかなりストーブ
を使用しないと健康維持のために難しさ
があった。しかし、こまめに調節しようと
する意識は持つことができた。 

引き続き、消灯について
は、まずは職員が高い意識
をもつことで全校の意識を
高め、取り組んでいく。ま
た、使っている箇所だけの
点灯に心がけ、無駄をなく
す意識を児童職員が持て
るようにしたい。 

紙使用量を削減するた
め、職員会議はペーパー
レス化し、職員間の連絡
はⅭ4thを活用する。 

評価 

B 

 

 

 

宮 川 小 学 校 

目標 目標達成のための取組 

紙の無駄遣いをなくして、積極的にリサイクルをする。 
印刷用紙の裏紙印刷の積極的な取組。 
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽによる諸会合。 
紙類の可燃ごみと資源ごみの分別。 

電気・水の無駄遣いをなくす。 
未使用教室の消灯、及びこまめな点灯・消灯。 
止水の徹底。 

ごみをできるだけ少なくして、確実に分別をする。 
学年ごとのごみ当番による回収。 
回収状況の報告と減量の声がけ。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

81% 
・ペーパーレス会合の実施や裏面
印刷の取組を継続することがで
きた。 
・保護者通知を紙ベースとメール
配信で対応し始めた。 
・文書のデジタル化をすすめ、よ
りペーパーレスを進めていく。 

・職員用 PC、タブレットによ
る文書閲覧を推奨していくこ
とで、ペーパーレスをより進
めていく。 
・保護者通知をメール配信で
進めていけるように、家庭の
協力を得ながら進めていく。 

職員が各目標に取り組むことがで
きるように、前期・後期に確認をし
合うことが必要であり、取り組み
を各自で振り返るようにしていき
たい。 
外部配信文書については、メール
やHPの活用を進めていきたい。 

評価 

B 
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米 沢 小 学 校 

目標 目標達成のための取組 

会議はペーパーレスで行い、印刷物を減らし、紙の節
約に努める。 

職員会議はペーパーレスで行う。 
紙の使用量を把握していく。 

エコ活動や環境教育で、子どもたちの資源を大切に
し、環境を守る意識を向上させていく。 

まるやまを使った環境活動やアルミ缶の回収を実施
する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

89% 総合的な学習の時間等に、環境の
視点を取り入れたことにより、子ど
もたちの意識に高まりがみられた。 
今年度は冬の寒さが厳しかったこ
ともあり、冬場の電力消費量が増
えてしまった。 
空調機器は使用基準に沿って使用
がなされており、夏場の電力消費
量は抑えることができた。 

・空調機器は設定温度と使用時間
を確認し、電力消費を抑える。 
・トイレのパネルヒーターの設定温
度を低めにしたり、昼間は切ったり
することで電力消費を抑えてい
く。 
・教室移動の際に照明、暖房、冷房
の電源を切ることと、職員室 PC
のモニターの電源を切ることを意
識していく。 

・環境を守ることへの意
識を高められる学習を
引き続き行っていきた
い。 
・使用しない時の電源を
切ることと、暖房、冷房
の設定温度、使用時間
を全職員が意識してい
くようにしていきたい。 

評価 

B 

 

豊 平 小 学 校 

目標 目標達成のための取組 

職員の電気使用量についての意識を向上させ、各種
器具のスイッチのオン・オフをこまめに行う 

・教室委を空ける際の消灯・帰校時にコンセントを抜
くこと・長時間離席する際にＰＣをシャットダウンす
ることを繰り返し呼びかける。 

ごみの分別・ペーパーレス会議の実践及びミスプリン
トの削減・両面印刷などにより、印刷コストの削減に
努める。 

・印刷機が新しくなり、印刷ミスが激減している現状
を維持する 

・教室でのごみの分別を進めていく 
基本方針を目につきやすい場所に掲示し、職員の意
識の向上を図る。 

職員室給湯室の壁に、市の基本方針と共に SDGｓの
ロゴを掲示し、職員の意識と共通理解を向上させる。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

93% 
・ペーパーレス会議が定着し、裏紙の利用も積極
的に実施できている。 
・SSSの先生が印刷するにあたり、両面印刷の
際のクラスの組み合わせを工夫するなど、無駄
のない印刷になるよう工夫してくださった。 
・今年の冬の寒さは厳しく、換気を徹底していた
ため設定温度の徹底は難しかった。 
・各教室のスイッチオフについて職員の温度差
があり、徹底できなかった。 

・空調設定温度は難し
いところもあるが、状
況を見ながら全校で
実施できるよう今後
も呼び掛けていく。 
・こまめな節電を呼び
かけ、全校でとりくむ
ように今後も進めて
いく。 

ペーパーレス会議や反
省等の直接入力で、紙
ごみは減少できた。学
校に入ってくるチラシ類
は確かに多く、無駄を感
じる。今後は、教室の蛍
光灯のつけっぱなしや
暖房の切り忘れに留意
したい。 

評価 

B 

 

玉 川 小 学 校 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量を削減する 
裏紙の利用を促し、複合機で裏紙を使用する際のコツをつ
かみ、共有する。ICTの活用により、紙の使用を減らす。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

97% 
・新型コロナウイルス感染症に関
わる資料等、学校で印刷を依頼
される全校配付の印刷物によ
り、紙の使用量が多くなることが
あった。 
・6時間授業を終えた後の毎週
木曜に学年会が設定されている
ため、木曜の時間外勤務が増え、
電気使用量が増える傾向があ
る。 

・Teams等を利用し、データ
で保護者へ配布をすることも
視野に入れて検討していく（そ
の場合、プリントを希望する保
護者には児童を通じて配布す
る）。 
・学年会を毎週行う必要がある
のか見直し、学年会が時間内
に終了する体制を整える。 

・紙の使用量を減らしていくために、
ICTのさらなる活用を模索したり、4
月に全職員で紙の使用の仕方を確認
したりする。 
・来年度は、学期末や年度末に 5時
間授業の日を今年度より増やしたり、
学年会を職員会のない水曜に設定し
たりして、時間外勤務を減らすこと
で、電気の使用量を減らす。 

評価 

B 
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泉 野 小 学 校 

目標 目標達成のための取組 

ウォームビズ・クールビズ、夏場は換気
や風通しによる室温調節を心がけ、冷
暖房の使用を抑制する。 

児童の体調に留意しながら、暖房もしつつ、感染予防として教室の対角
の窓を開けて換気を励行する。冬はドアの閉め忘れ防止を徹底する。 

電気製品の使用時間を短縮する。 
夕方以降の執務場所を可能な限り職員室とし、使用する照明の数を減
らす。電気ポットや PCの電源は、退勤時にスイッチOFFを確認する。 

紙ゴミの排出量と、紙の使用量を削減
する。 

印刷前に内容と印刷設定を確認し、印刷ミスを減らす。回覧で済む物は
１部のみ印刷、またはＩＣＴ機器を活用する。裏紙使用、雑ガミ収集に取り
組むなど、リサイクルに努める。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） 
フォロー 

（指摘・指導等） 

85% 
・こまめな消灯は励行できた。 
・電気製品の使用時間については、感染予
防と暖房を並行して行わざるを得なかっ
たため、暖房効率はかなり下がってしまっ
た。 
・印刷用紙使用量については、配布でなく
ＩＣＴ機器を活用することのなどで今後さ
らに削減できる部分があるのではない
か。検討したい。学習のまとめの時期にな
ると、やや印刷ロスが増加する傾向にあ
る。裏紙の使用や、雑ガミ回収などには、
全職員意識して取り組めており、児童も
意識するようになってきている。 

・今後、気温が上がってくれば、換気を
しても室温があまり下がらなくなって
くると思われるので、暖房をしなくて
も大丈夫な室温の場合は、あたたかい
服装を児童にもすすめて、空調費用、
燃料などの節約に努めたい。 
・サーモスタット作動の頻度を下げるた
め、教室等のドアの閉め忘れなどがな
いよう声をかける。 
・放課後の業務は、暖房や照明の節約
のため、密を避けながらも、できるだ
け少ない部屋数でできる方法を考え、
実施する。 

・換気と密を避ける
こと、節電や燃料節
約を両立させるこ
とがなかなか難し
いが、できるところ
から、推進していく
ようにする。 
・学習で SDGｓも意
識され始めている
ので、児童と一緒に
方策を考え、実施し
ていくことも今後
は有効だと思う。 

評価 

B 

 

金 沢 小 学 校 

目標 目標達成のための取組 

教室を開けるときは電気を消す。冬期はトイレ内をヒーターで温めている
ためドアの閉め忘れ防止を徹底する。ＰＣやＴＶの電源ＯＦＦを確実に行う。 

放課後の見回り巡視項目に組
み込み全職員の意識を高める。 

会議資料の簡素化やＰＤＦ化を推進する。裏紙利用や連写や縮小など節約
に心がける。 

ＰＤＦ化や効率的な印刷方法の
研修会を実施する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

83% 電気量削減については、省エネ
の取り組み(消灯等)はしっかり
と取り組めている。ただし勤務
時間をさらに縮減していくこと
で、電気量削減につなげたい。 

ノー残業デーの呼びかけ、声
掛けをさらに強化し、金曜日
以外についてもお互いに声を
かけあい、超過勤務を減らし
ていく職場づくりを目指す。 

・ICT機器等を効果的に活用
し、会議の精選及び、資料の簡
素化を目指す。 
・コロナ禍を鑑み、縮減できる活
動は精選していく。 

評価 

B 
 

湖 東 小 学 校 

目標 目標達成のための取組 

○トイレや廊下の電気は，使ったら必ず消す。 
○人がいなくなる教室の電気を消す。 

各学級で，節電に関わる活動を位置づける。 

各教室，職員室から出るごみを減らす。 古紙の分別が進んできているので引き続き取り組む。 

Do 
（実施） 

Check（点検） 
Act 
（改善） 

フォロー（指摘・指導等） 

84% 
・気づいた人が使っていない電気を消すことで
消し忘れをカバーする。 
・年度末なので，可燃ごみや個人情報に関わる
文書が多く出ることはやむを得ない。普段から
処理が必要になった個人情報に関わる文書を
こまめに裁断しているので，年度末に出てくる
溶解文書の量が抑えられている。文書作成の
ため印刷が増えるが，印刷ミスが発生する。 

古紙の量
を減らす
ため，印刷
前に再度
確認し，印
刷ミスを
減らす。 

節電については、職員が意識的に取り組ん
だり互いにカバーし合ったりすることで改
善に向かってきたことが成果である。働き
方改革をすすめ、夜の電気使用量を抑えら
れるとよい。 
古紙の量を減らせるよう、紙ベースで必要
なものかどうかの判断と印刷ミスを減らす
ことに今後取り組んでいかれるとよい。 

評価 

B 
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北山小学校 

目標 目標達成のための取組 

エコ活動に取り組み、環境に負荷がかかりにくい
生活の在り方を学習する。 

北山小学校で 1年間にどれくらいのエネルギーや水、灯油
などが消費されているかを紹介する。児童会活動で資源の
節約を呼び掛けていく。 

環境学習の中で、暑さに対する先人の知恵を紹
介し、実際に活動できそうなことを実践する。 

後期は寒さに対する省エネを心がけていく。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

83% 
児童の多くが環境に対する意識が高

く、環境に関する学習にも意欲を持っ
て取り組むことができていた。感染症
対策もあって窓を開放しているので、
ウォームビズ・クールビズが自然と身に
つけられていった。 
冬期はトイレヒーターによる電力消費

が多い。空調機器の集中管理を続けた
結果、電力消費を抑えることができた。 

・年間を通して、空調機器の集中
管理を継続して無駄な電力消費
を抑える。 
・トイレヒーターの温度設定を低
めにしたり、温かくなる昼間は電
源を切ったりして、電力消費を抑
える。 
・教室巡回の回数を多くして、ス
イッチをこまめにOFFにする。 

子どもたちの環境意識は
高まっている。むしろ、指
導している教師側が、放
課後の電灯・エアコンの
つけっぱなし等がみられ
た。今後も意識づけられ
るように、目標を設定し
て改善を図っていきた
い。 

評価 

B 

 

永 明 中 学 校 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量削減のため裏紙使用の徹底、印刷ミス削
減、会議資料の PC化等に取り組む。 

・SDGｓを意識し、裏紙使用を呼びかける。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

85% 
・ストーブ使用の約束事はしっかりと守ることがで
き、灯油の節約につながった。 
・裏紙利用に関して、職員でも意識に差が見られた
ため、環境保全と経費削減の必要性と「もったいな
い精神」の大切さについて職員に話した結果、全職
員が意識して取り組めるようになった。教職員自ら
が SDGｓに取り組むことが、生徒の模範となり、
SDGｓ教育の推進につながると考える。 

適所に掲示物を貼
ることや、定期的に
評価し、改善された
点や課題を共有し、
常に全職員が意識
して取り組めるよ
うにしたい。 

教職員自らが SDGｓに
取り組むことが、生徒の
模範となり、SDGｓ教育
の推進につながると考
える。 

評価 

B 

 

長 峰 中 学 校 

目標 目標達成のための取組 

○ごみの分別から、減量に向かって取り組む。 
ゴミ箱に紙が捨てられることが内容に意識を高める
取り組みを生徒会とともに行っていく。 

○節電を進める。 
委員会や係生徒の意識を高め、自律的にスイッチの
オンオフができるよう指導を行う。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

88% 
ストーブは、換気をしていることから寒か
ったら上着を着てよいとしたこともあり、
高い温度で焚き続けるということはなかっ
た。サーモスタットも適度に作動し、呼びか
けにより意識が高まったこともあり空き教
室でストーブがつけっぱなしということも
なかった。ルールの徹底も進んだ。 
紙のリサイクルへの意識は、まだ徹底しな
いところもあったが、年度末に多くの紙が
出た際は、捨てるのではなくリサイクルへ
という生徒の意識の高まりが感じられた。 
スイッチのオンオフ等の節電の意識は個人
差がある。 

生徒会の活動
の中に、「リサ
イクル」「節電」
「節水」等をさ
らに強く導入
し、呼びかけや
チェック活動、
責任の明確化
をしていくこ
とで、さらに改
善されると考
えている。 

徐々に高まってきていることは、校
内の様子を見ていると感じられる。
ただ、生徒会活動を中心にさらに積
極的に呼びかけ、確認、評価という
活動を仕組んでいくことで、より良
い状況なっていくと感じる。また、そ
うすることで、生徒の中にある意識
の個人差も解消に向かう。 
職員が生徒に対して指導行うことは
徹底できているので、できるだけ生
徒の主体性を行かせる方向を実践し
ていきたい。 

評価 

B 
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北 部 中 学 校 

目標 目標達成のための取組 

節電・節水を心がける 
・水道メーターを確認し水漏れがあったら、すぐに対応出来るようにする。 
・エアコン暖房の設定温度を適温にする。 

ゴミの分別・削減 
・職員会はなるべくペーパーレスで行う。 
・個人情報など問題ない物は裏紙として使用する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

87% ・しばらく席を外して
いるのに、モニターの
電源が付いている職
員が多い。 
・水道がしっかりしま
っておらず、ちょろち
ょろでている事があ
る。 

・掲示.声か
けなどを工
夫し、節電節
水が週間に
なるように
働きかける。 

・水道の蛇口の閉め忘れを，日直当番と最終巡視で確認を
行った。引き続き気づいた職員が閉めるよう意識を高める
必要がある。 
・節水や節電について，空き時間の巡視当番や気づいた職
員が消すようにした。生徒へも呼びかけを行い意識を高め
る必要がある。 
・コロナ対策で窓を一日中窓を開放し換気をしている。ま
た，分散教室等で使用教室の増加に伴い，灯油，電気代が
増加傾向にある。省エネを心がける必要がある。 

評価 

A 

 

東 部 中 学 校 

目標 目標達成のための取組 

給食残食０（ゼロ） 
給食委員会を主とした呼びかけ活動。給食配膳時の盛
り付け方の工夫でゴミの減量化・削減に努める。 

消耗品を購入するときは環境に良いものを選ぶように
する。 

カタログなどでエコマーク・グリーン購入・ＧＰＮ表示の
あるものを選ぶようにする。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

85% 
・職員全員で定時には仕事を
終わらすという意識付けがし
っかりできていないと定時退
勤を進めていくのは難しいと
感じる。 
・体を動かす日が少ないと食
べる量も少なくなる傾向があ
るが、年度末は希望献立が多
かったので残食はあまり出な
かった。 
・消耗品の購入は、エコマーク
等がついている商品が多いの
で大体実施は出来ている。 

・引き続き、職員会議や日報などで
定時退勤呼びかけ、定時退勤管理版
を使用して定時退勤日の意識付けを
しっかり行っていく。 
・消耗品購入用カタログが入ってい
る棚にエコマークなどの表示をし、購
入時に気を付けてもらうよう徹底す
る。 
・新型コロナ感染が落ち着き、部活動
等体を動かす機会が多くなるよう願
いつつ、給食の盛り付け方を工夫し
つつ残食０を目標に呼びかけを続け
ていく。 

・定時退勤への意識がまだ低い
ように感じられる。自己申告に
よる定時退勤日の設定を継続し
て、更に呼びかけをしていける
とよい。 
・給食の残食については、給食
委員会の働きもありかなり減少
している。 
・消耗品の購入については、常
に呼びかけをしており、徐々に
職員の意識改善に効果が出て
きているので、継続していきた
い。 

評価 

B 

 

生 涯 学 習 課 

目標 目標達成のための取組 

電気製品の使用時間を短縮する。 
終業時に当番が加湿器の電源を切る。また、電気ポットを切る旨声が
けし、コンセントを外すことを徹底する。 

印刷物を減らし、プリンターの稼働率を
下げる。 

・掲示板・回覧板の記事は、メールや再回覧等を多用する。 
・画面確認に馴れるように努め、むやみに打ち出さない。 
・資料は紙保存からデータ保存へ 
・2ｉｎ1、4ｉｎ1、縮小印刷を多用する。 
・印刷前のプレビュー確認を徹底し無駄なページを印刷しない。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

75% ・掲示板・回覧板のメール転送や再回
覧へ移行は、概ねできている。 
・プリントアウトについては、紙ベース
で馴れが必要。だんだん慣れていく必
要がある。 

継続していくことで
取り組めるようにし
ていく 

当番制もあり、帰庁時の電気の消灯は概
ねできていると思います。プリントアウト
の機会を減らしたり紙の削減を意識する
ことにより、各々が少しずつ紙ベースから
離れ、結果につながることを期待します。 

評価 

B 
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家庭教育センター 

目標 目標達成のための取組 

紙使用量の削減 
印刷前に、印刷プレビューでよく確認する。 
内部事務システムの職員共通認識事項のペーパーレス化を図る。 

消し忘れをなくし節約する 
施設利用者に暖房機器や照明機器の消し忘れがないよう予約来館
時などに伝える。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

98% 事務室内や施設利用者の電気
の消し忘れはありませんでした
が、みんなが使用するトイレなど
は電気がついていることがあっ
た。 

トイレなどみんなが使用す
る場所について、小まめに
電気を消すよう張り紙等で
周知する。 

利用者への注意呼びかけととも
に、電源消灯等のチェックリストを
設け、効果を確認しても良いと思
います。更に工夫を重ねてくださ
い。 

評価 

B 
 

 

 

中 央 公 民 館 
目標 目標達成のための取組 

施設利用者に電気・空調等を適切に使用いただくよう
働きかけ、環境意識の向上を図ります。 

施設利用後、使用票の確認と声掛け利用後の部屋の
見回りを徹底する。トイレの消灯を細目にする。 

環境教育についての講座・講演会等の実施及び公民
館報等に掲載することで環境教育の推進に努めます。 

館報紙面での環境講座を実施予定。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

77% 
・事務室内の昼休み
の消灯はできた。 

・部屋の空調の切忘
れがあった。 

・事務室内の昼休みの消灯は、声
がけし、今後も継続していく。 
・部屋の空調・暖房の切忘れは使
用票提出時に声がけで確認し使
用した部屋の見回りを実施する。 
・環境教育の講座は継続して計画
していく。 

・事務室内の昼休みの消灯は、来館入室
者への啓発のためにも継続したい。 
・使用各部屋の空調・暖房の切り忘れの
ないよう使用後の使用者への確認を実
施。前回使用時、消し忘れがあった団体
には、使用の前にも声がけをして意識
を高めていだたくよう実施したい。 

評価 

B 
 

 

 

図 書 館 

目標 目標達成のための取組 

紙の使用量削減 
図書館内での連絡事項など印刷して、回覧していた
ものを回覧板を使うなど必要最小限に減らす。 

環境教育の推進に努める。 自然や環境に関する本を通年で購入する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

96% 回覧板の活用をさらに進める。 
複写サービスによる紙使用量を
除くことを考えたが、本年度は
少なかったため手間を考えて、
除かないこととした。 

職員への回覧板活用
働きかけ 

業務の中では、削減項目としては取組み
にくいこともあると思います。電気の消
灯や職員への回覧・連絡は、Web活用を
更に進めながらも、コミュニケーションに
は配慮して欲しいと思います。 

評価 

B 
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尖石縄文考古館 

目標 目標達成のための取組 

日常業務での SDGｓへの意識付けと考古館主
催イベントでの SDGｓへの意識付けを進める。 

事務室や館内に SDGsのポスター等を掲出し、各職員の担当
業務でも具体的な SDGsの項目を関連付けて取り組む。 

紙の使用量を減らす。 
裏紙の再利用、両面印刷、回覧案件の回覧板利用を徹底する。 
毎月の印刷・コピー枚数をグラフ化して事務室内に掲出する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

85% 

１つの項目にしぼり目標
を立てたほうが評価しや
すい 

わかりやすい具体
的な目標を作成し
取り組む 

ノー残業デーの声掛けはできていたので引き続き意
識して取り組まれたい。 
SDGｓのポスター等の掲示はできたが、具体的な目標
を設定できればより取り組みやすくなる。 
裏紙利用、両面印刷、回覧利用は意識してできてい
た。使用量の見える化にも取り組めればいいと思う。 

評価 

B 
 

 

 

八ヶ岳総合博物館 

目標 目標達成のための取組 

燃料の削減に努める。 
後期は暖房の使用であるが、使用しない場所の暖房
に配慮する。 

紙の削減に努める。 引き続き紙の削減に努める。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

92% 燃料費の高騰により、暖房の使用について
意識づいたが、冬の寒さや換気を考慮する
と燃料の削減は目標に達したと考える。今
後は照明や紙の削減、節水などについて考
えていきたい。 

裏紙使用やノー
残業デイの徹
底、こまめな消
灯を心掛ける。 

目標を意識して取り組めました。
燃料費の削減については設備の老
朽化や感染症対策を考慮するとや
むを得ないと思います。 

評価 

B 
 

 

 

ス ポ ー ツ 健 康 課 

目標 目標達成のための取組 

電気料削減のため、施設内照明のＬＥＤ化に向けた取り組みを
行う。 

体育館女子トイレの照明をＬＥＤに変更する。 

長時間の離席時はＰＣモニターの電源を切り、節電に努める。 職員一人一人が意識して取り組む。 

30枚以上の印刷は複写機ではなく、輪転機を使用する。 
窓口用印刷物は残りの枚数を確認し、事前
に輪転機での印刷ができるよう努める。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

85% ・職員一丸となって取り組むこ
とができた。 
・年度末の工事となった為、3
月に実施した。 
・職員一人ひとり積極的に取り
組めていた。 
・窓口業務担当者と協力して事
前に輪転機の活用ができた。 

上記目標とは別に、
トイレ照明の消し忘
れや水道水が出しっ
ぱなしなどが多々見
られた。館内を見回
る際は注意していき
たい。 

空調設定温度は、感染症予防対策の換
気に合せ目標に向けた取り組みが出来て
いるので継続したい。 
施設内照明のＬＥＤ化に向けた取り組

みは令和３年度は卓球室と中央女子トイ
レのを LED化工事を実施した。利用者に
よる消灯を呼びかけると共に定期的な見
回りにより一層の節電に努めて行きた
い。 

評価 

B 
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議会事務局 

目標 目標達成のための取組 

裏紙利用、両面印刷、割り付け印刷により、コピー用
紙の削減に努める。 

両面印刷、プライバシーポリシーに適合した範囲で裏
紙の利用を行う。また資料作成においても、誤字のチ
ェックを予め行い、ミスプリントそのものを削減する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

100% 
目標 2、裏紙の利用では、コピー機、プリ
ンター、FAX等のそれぞれの元利用があ
るが、混在利用すると紙詰まり、機器の印
字汚れや故障の遠因にもなること。 

不要紙の発生要
因別に分けること
で、故障等を防ぐ
ようにする。 

・職場全体で意識を共有でき、概
ね目標を達成できたと思う。 
・今後も常に意識して取り組むこと
が重要である。 

評価 

B 
 

 

 

農 業 委 員 会 事 務 局 

目標 目標達成のための取組 

農地の荒廃化を防止するため、遊休農地の
貸し借りを推進し、農地の保全に努める。 

耕作者の高齢化、後継者の遠隔地居住等により、耕作や保全
管理が難しくなっている筆は増加しているので、農林課・農業
委員と連携し該当農地の更なる掘り起こしに努める。 

事務局で使用する用紙（主に農業委員会総
会資料・転用庁内回覧資料）を削減する。 

紙で出力する必要があるかについて常に考察し、必要ある場
合には常に縮小・両面コピーが可能か検討する。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

98% 
ノー残業の実施につい
ては今後も継続に努
める。現時点では徹底
できている。 
コピー用紙について
は、なお消費量が多い
ため、再度、両面・縮小
ができるものを見直し
ていく必要がある。 

片面刷り資料を、内容により両
面刷りにできないか係内で再検
討する。配布物については精査
を徹底し、枚数削減に努める。
また、コピー前の原稿とコピー
機の設定の確認を励行し、ミス
コピーをなくす。情報共有のみ
の文書はペーパーレス化を推進
していく。 

毎月実施される総会においては紙ベー
スでの審議が行われている。 
今後もミスコピーの削減、両面使用、縮
小コピー等を常に意識しコピー用紙消
費削減に取り組んでください。 
また、可能であれば PowerPointの
活用などペーパーレス化の検討も進め
てください。 

評価 

B 

 

 

 

選 監 事 務 局 

目標 目標達成のための取組 

選挙、監査等の会議における資料や配布物の削減に
努める。（必要部数以上用意しない） 

用意すべき正確な数字を把握し、予備で準備するも
のを最小限にする。 

Do 
（実施） 

Check（点検） Act（改善） フォロー（指摘・指導等） 

92% 10月に衆議院議員総
選挙が実施され、準備
期間が短い中での作
業だったため目標を
あまり意識できなかっ
た。 

選挙の執行には多くの資料の準
備に、コピー用紙等を使用する
ことになる。 
今後も必要なものであるかの見
直しと、印刷ミスをなくすように
することで、削減に努める。 

・パソコンモニターの電源は、会議等の
長時間の離席を伴う際に引き続き電
源をオフにする心がけが大切です。 

・配布物の削減は、多忙であっても計画
的な削減に努めることが重要です。 

評価 

B 
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職員研修 
職員の環境に対する意識の向上を図ると

ともに、環境マネジメントシステムに関す

る知識や技能の向上を図るため、次のと

おり職員研修を実施しています。 

 

令和３年度は、環境取組との結びつきが

多い SDGs と環境マネジメントシステム

（エコマネ茅野）に関する取組内容等の理

解向上のため、外部の専門家を講師に招

いて実施しました。 

 

内部監査員研修 
内部監査員として選出された職員を対象に、内部監査に向けて、環境関連法規等の知識・監

査における技術の習得を目的として研修を実施しました。 

受講後に確認試験を実施し、監査員の力量を把握するとともに、監査の重要ポイントを確認し

ました。 

 

内部監査 
茅野市環境マネジメントシステムの実効性をより高

めるため、各部署、各職員の取組状況について客観

的な確認及び評価を行うため、内部監査を実施し

ています。ここでは、内部監査員として職員が各部

署に伺い、職員へのヒアリングや現地の備品・設備

の確認、緊急事態への準備・対応についての確認等

を行いました。 

 

 

環境関連法規等については、適用される法規制の把握、定期的な遵守状況の確認が必要に

なります。各部署は、毎年チェック表を用いて自己チェックを行います。また、内部監査におい

て遵守状況を点検し、その際に外部専門家の助言や指導を受け、見直しを行います。 

 

（遵守状況） 

今年度の環境関連法規への違反はありませんでした。また、関係機関からの違反等の指摘及び

訴訟は、過去３年間ありません。  
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（環境関連法規と該当する項目） 

区分 法規制名 該当する要求事項 

公
共
施
設
管
理
関
連
法
規 

廃棄物処理法 

保管基準の遵守（法第12条2項） 

委託基準の遵守（法第12条、令第6条の2） 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の発行・保管（法第12条の3） 

ＰＣＢ特措法 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理、届出（法第 3条） 

廃棄物の保管等の届出（法第 8条） 

期間内の処分（法第 10条） 

フロン法 事業者の責務（法 4条） 

水質汚濁防止法 
特定施設の設置等の届出（法第 5条） 

事故時の応急処置、届出（法第 14条の 2） 

消防法 

指定数量未満の危険物・指定可燃物の届出（法第9条） 

指定数量以上の貯蔵と取扱（法第 10条） 

設置許可、完成検査（法第 11条） 

貯蔵の技術上の基準の遵守（法第 12条） 

危険物の取扱（法第 13条） 

定期的な点検、点検記録の保存（法第 14条の 3の 2） 

事故時の応急処置、届出（法第 16条の 3） 

下水道法 
使用開始等の届出（法第11条の2） 

事故時の届出（法12条の9） 

大気汚染防止法 
ばい煙発生施設の届出（法第6条） 

ばい煙濃度等の測定及び記録を保存（法第16条） 

自動車リサイクル法 

自動車をなるべく長期間使用し、使用済み自動車となることを抑制する

よう努める。自動車の購入に当たって、再資源化等の実施に配慮して製

造された自動車を選択するよう努める。（法5条） 

リサイクル料金を資金管理法人に対して預託しなければならない。（法

73条） 

毒劇物取締法 
毒物劇物取扱責任者の選任（法7条） 

毒物劇物の盗難・紛失の防止策（法第11条） 

環
境
保
全
・創
造
関
連
法
規 

地球温暖化対策推

進法 
計画の策定（法第20条の2、第20条の3） 

省エネ法 

特定事業者の指定（法第7条） 

エネルギー管理者の選任（法第8条） 

中長期計画、定期報告（法第14条、第15条） 

建設リサイクル法 
建築物等に係る分別解体等及び再資源化に努める（法第6条、第8条） 

事故の際の措置（法第16条の3） 

グリーン購入法 グリーン購入基本方針の策定、適合品の調達の実施 

環境配慮契約法 

地方公共団体が契約を締結する際には、従来からの価格のみを考慮す

る仕組みを改め、価格に加え、温室効果ガス等の排出を考慮する。（公用

車の購入、庁舎の設計など）（法第4条） 

環境活動・環境教育

促進法 

地方公共団体は、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関した

施策を策定し、及び実施するよう努める。学校教育及び社会教育におけ

る環境教育の推進に必要な施策を講ずる。（法第6条） 

環
境
保

全
・創
造

関
連
法

規 

環境配慮促進法 
環境配慮等の状況を公表する。 

環境活動レポートの作成・公表。 

食品リサイクル法 食品廃棄物等の発生抑制、再生利用の促進（法第4条） 
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本市では、地域の一事業者として事務事業活動における環境負荷の低減に率先して取り組

むべく、平成２８年度から茅野市役所独自の環境マネジメントシステム「エコマネ茅野」を運用し

てまいりました。令和３年度からは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、策定が義

務付けられている地方公共団体実行計画（事務事業編）推進のために運用しています。 

環境目標値について、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策の影響や、冬期におけ

る厳寒の影響を受けましたが、公用車使用の大幅な削減等により目標を達成することができ

ました。また、各部署における “チェック（点検）”と“アクト（改善）”は確実に実施され、PDCA

サイクルによる継続的な改善活動の定着が見られます。達成できていない項目については、職

員研修等全庁的な会議の場で現状の周知と具体的な取組方法を提示し、職員一人ひとりの取

組意識を高めるとともに、関係部署の連携により、より実効的な取組方法を検討し、目標達成

に向けて不断の努力を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

茅野市の豊かな自然を未来の子どもたちへ・・・ 


