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環境方針 

 

 １．基本理念 

日本最古のため池「狭山池」が市の中心に位置する私たちのまち大阪狭山市は、すばらしい環

境を祖先から受け継いできました。 

これらかけがえのない財産を未来へ引き継ぐために、地域の環境保全はもとより、地球的規模

での環境問題意識をもって行動していくことが求められています。 

近年では大量生産、大量消費、大量廃棄を基調とする社会経済活動が急速に進んだ結果、地球

温暖化が急激に進行しています。このような状況のもと、自治体は、率先して環境問題に取り組

み、地域におけるリーダーシップを発揮し

ながら地球温暖化防止対策に取り組んでい

かなければならないと考えています。 

その具体的な手法として、環境マネジメ

ントシステムである「エコアクション 21

環境経営システム」を構築し、継続的な環

境改善に努め、持続可能な社会をめざして

全職員が取り組むとともに、市民、事業者

とも一体となり、環境に配慮したまちづく

りを積極的に推進してまいります。 

 

 ２．基本方針 

 

 ① 業務全般における省エネルギーや省資源を実践し、電気、化石燃料（ガソリン、軽油、ガ

ス等）及び水の使用量の削減に取り組みます。 

 ② ３Ｒ（Reduce＝廃棄物の発生抑制、Reuse＝再使用、Recycle＝再資源化）やグリーン

購入を推進し、廃棄物の排出の削減に取り組みます。 

 ③ 環境に配慮した施策・事業を推進することにより環境負荷の低減に努めます。 

 ④ 市民、事業者との協働で環境に配慮したまちづくりをめざします。 

 ⑤ 職員に対しての環境教育を実施し、環境問題に関する意識の向上に努めます。 

 ⑥ 市の業務全般に関連する環境関連法規等を順守し、環境の保全・改善に努めます。 

 

         平成２０年６月１１日 

            大阪狭山市長  
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１．組織の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

（２）自治体名及び代表者名 

  大阪狭山市 

   代 表 者 大阪狭山市長   田 友好 

 

 

 

市の木 さくら 市の花 つつじ 

（１）市の概要 

 大阪府の南部に位置する大阪狭山市は、東は富田

林市に、西、北は堺市、南は河内長野市に隣接して

います。市の面積は、11.86 平方キロメートル。地

形は東の羽曳野丘陵、西の陶器山山系にはさまれ南

北に細長く、市の中央部には日本最古の人工のため

池である７世紀初めに築造された狭山池が水をたた

え、狭山藩北条氏活躍の歴史とともに、河内南部地

域の要地として知られてきました。 

 

松原市 八尾市 

柏原市 

藤井寺市 

羽曳野市 

河南町 

千早赤阪村 

太子町 
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（３）対象施設名及び所在地 

 施設名 所在地 

1 本庁舎及び消防本部 大阪府大阪狭山市狭山１丁目 2384番地の１ 

2 保健センター 大阪府大阪狭山市岩室 1丁目９７番地の３ 

3 コミュニティセンター※１ 大阪府大阪狭山市大野台 2丁目 1番 5号 

4 さやま荘※２ 大阪府大阪狭山市今熊 1丁目 80番地 

5 さつき荘※３ 大阪府大阪狭山市今熊 1丁目 85番地 

６ 文化会館 大阪府大阪狭山市狭山 1丁目 875番地の 1 

７ 学校給食センター 大阪府大阪狭山市今熊 2丁目 1748番地の 1 

８ 総合体育館 大阪府大阪狭山市池之原 4丁目 248番地 

９ 池尻体育館 大阪府大阪狭山市池尻中 3丁目 639番地の 11 

10 ふれあいスポーツ広場 大阪府大阪狭山市茱萸木 4丁目 88番地の 315 

11 公民館・図書館 大阪府大阪狭山市今熊一丁目 106番地 

12 幼稚園 

 東幼稚園   

 西幼稚園   

 南第二幼稚園  

 半田幼稚園   

 東野幼稚園  

 

大阪狭山市狭山三丁目２５５５番地の１ 

大阪狭山市今熊一丁目５０番地 

大阪狭山市大野台三丁目２３番１号 

大阪狭山市半田二丁目２６９番地 

大阪狭山市東野中二丁目２２番地 

13 こども園 

 第二保育所 

 南第三幼稚園 

 

大阪狭山市西山台六丁目１９番５号 

大阪狭山市西山台六丁目１９番１２号 

14 小学校 

 東小学校 

 西小学校 

 南第一小学校 

 南第二小学校 

 南第三小学校 

 北小学校 

 第七小学校 

 

大阪狭山市狭山三丁目２４９７番地の１ 

大阪狭山市今熊一丁目２２番地 

大阪狭山市西山台三丁目２番１号 

大阪狭山市大野台三丁目２３番１号 

大阪狭山市西山台六丁目１９番７号 

大阪狭山市池尻北二丁目２０番７号 

大阪狭山市東茱萸木二丁目８６５番地 

15 中学校 

 狭山中学校 

 南中学校 

 第三中学校 

 

大阪狭山市狭山四丁目２２７２番地の２ 

大阪狭山市大野台三丁目２番１号 

大阪狭山市茱萸木二丁目３９７番地 

16 子育て支援センター 大阪狭山市西山台三丁目 2番 1号 

  

※１ ニュータウン連絡所を含む。 

※２ 大阪狭山市立老人福祉センターの略称。 

※３ 大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び母子福祉センターの略称。障害者地域活動支援センター

を含む。 
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（４）人口 

  57,652人 （平成 25年 3月 31日現在 外国人含む） 

 

（５）環境管理総括責任者氏名 

  大阪狭山市副市長 宮﨑 順介 

 

（６）担当グループ 

  大阪狭山市政策調整室企画グループ 

  電 話 072-366-0011（内線 220） 

  ＦＡＸ 072-367-1254 

  E-Mail kikaku@city.osakasayama.osaka.jp  

 

（７）事業活動の内容 

  大阪狭山市で実施している事務・事業 

 

（８）事業の規模 

  総職員数 907人※（うち指定管理者制度等の事業者職員 73人） 

  エコアクション 21対象施設職員数 583名（同上 72人） 

   ※ 職員数は、平成 25年 4月 1日現在の嘱託職員等を含めた人数です。 

   ※ 総職員数には、小中学校の教職員を含みます。 

施設名 延床面積 施設名 延床面積 

市役所庁舎 6,711㎡ 半田幼稚園 1,524㎡ 

消防庁舎 1,016㎡ 東野幼稚園 1,371㎡ 

保健センター 1,460㎡ こども園（第二保育所） 1,039㎡ 

コミュニティセンター 3,676㎡ こども園（南第三幼稚園） 2,510㎡ 

さやま荘 1,739㎡ 東小学校 6,615㎡ 

さつき荘 1,157㎡ 西小学校 4,779㎡ 

文化会館 13,618㎡ 南第一小学校 5,862㎡ 

学校給食センター 2,074㎡ 南第二小学校 6,326㎡ 

総合体育館 4,970㎡ 南第三小学校 5,575㎡ 

池尻体育館 974㎡ 北小学校 4,996㎡ 

ふれあいスポーツ広場 1,271㎡ 第七小学校 5,249㎡ 

公民館・図書館 4,022㎡ 狭山中学校 5,910㎡ 

東幼稚園   2,306㎡ 南中学校 7,634㎡ 

西幼稚園   1,337㎡ 第三中学校 7,475㎡ 

南第二幼稚園 2,588㎡ 子育て支援センター 682㎡ 

  平成 25年度一般会計当初予算額 18,266,748千円 
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（９）認証・登録範囲 

   

 

 

 

 

 

        市役所庁舎          消防本部庁舎         保健センター 

 

 

 

 

 

 

       コミュニティセンター        さやま荘           さつき荘 

 

 

 

 

 

 

 文化会館（ＳＡＹＡＫＡホール）    学校給食センター        総合体育館 

 

 

 

 

 

 

      池尻体育館         ふれあいスポーツ広場         公民館 

 

 

 

 

 

 

          図書館           東幼稚園            西幼稚園 

 

 

 

 

 

 

       南第二幼稚園          半田幼稚園           東野幼稚園 
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    こども園（第二保育所）    こども園（南第三幼稚園）       東小学校 

 

 

 

 

 

 

          西小学校          南第一小学校          南第二小学校 
 

 

 

 

 

 

 

        南第三小学校          北小学校           第七小学校 

 

 

 

 

 

 

 

        狭山中学校           南中学校           第三中学校 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    子育て支援センター 

   （平成 26年度拡大予定） 
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２．エコアクション 21庁内実施体制 

 

行政組織機構図（平成 25年 4月 1日現在） 

 

エコアクション２１庁内実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代 表 者 

（市  長） 

環境管理総括責任者 

（担当副市長） 

内部環境監査委員 

環境責任者 

（各グループ課長等） 

エコアクション 21事務局 

（政策調整室企画グループ） 

環境管理責任者 

（各部・局・室長・消防長） 

環 境 主 任 

（各グループ１名推薦） 

全     職     員 

活
動
組
織 

管
理
統
括
組
織 
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エコアクション 21実施体制における役割 

 

 

代表者（市長） 

 ・環境方針の制定 

 ・エコアクション 21の実施及び運用に必要な諸資源の用意 

 ・システム全体の評価と見直し 

 

 

環境管理総括責任者（副市長） 

 ・エコアクション 21の総責任者 

 ・各部署へ運用を指示 

 ・エコアクション 21の構築・実施・管理 

 ・書類の精査・承認 

 

 

環境管理責任者（各部・局・室長・消防長） 

 ・所管（部・局・室等）における環境責任者に対する取組みの指示 

 ・市全体の環境目標及び環境活動計画についての審議 

 ・環境活動レポートについての審議 

 ・システムの活動状況についての審議 

 

 

環境責任者（各グループ課長等） 

 ・所管グループの職員に対して取組みを徹底 

 ・所管事務事業におけるシステム運用上の取組事項の決定 

 ・所管事務事業に関する環境関連法規の整理、その遵守状況の把握 

 ・所管事務事業における環境に関する苦情・要望・問題について適切な対応（記録） 

 ・システムの運用状況を確認するための内部環境監査への協力 

 

 

環境主任（各グループ 1名推薦） 

 ・エコアクション 21の運用における各グループのリーダー的役割 

 ・所管事務事業における環境への負荷データの把握 

 ・所管グループにおける環境への取組状況の把握 

 

 

内部環境監査員 

 ・システムの運用・活動状況についての監査の実施 

 

 

エコアクション 21事務局（政策調整室企画グループ） 

 ・エコアクション 21に関する情報提供 

 ・エコアクション 21関連書類の原案の作成、保管 

 ・全般における環境への負荷の把握 

 ・全般における環境への取組みの把握 

 ・システム運用のための教育・訓練の実施 
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３．エコアクション 21と行政計画、条例等との関連 

 
取組の範囲 大阪狭山市の行政計画、条例等 環 境 方 針 具体的な取組み 

自ら管理でき

る取組み 

◎大阪狭山市地球温暖化対策実行

計画（事務事業編） 

 

◎（旧）大阪狭山市地球温暖化対

策実行計画（エコプランおおさ

かさやま） 

 

◎エネルギーの使用の合理化等に

関する法律に基づく特定事業者

における中長期計画 

業務全般における省エネル

ギーや省資源を実践し、電

気、化石燃料及び水の使用

量を削減 

 

３Ｒ（Reduce＝廃棄物の発

生抑制、Reuse＝再使用、

Recycle＝再資源化）やグリ

ーン購入を推進し、廃棄物

の排出を削減 

 

職員に対しての環境教育の

実施と環境問題に関する意

識の向上 

 

市の業務全般に関連する環

境関連法規等の遵守と環境

の保全・改善 

◎エコオフィス活動の実践 

 

◎温室効果ガスの削減 

 

◎職員への環境教育の計画的な実

施 

 

◎グリーン購入の推進 

 

◎インターネットを活用した申請

書等の情報提供 

 

◎下水道事業の推進等 

 

地域への働き

かけにより地

域 の 環 境 目

標、指標の達

成をめざす取

組み 

◎第四次大阪狭山市総合計画 

（人と自然が共生する 環境にや

さしいまち） 

◎大阪狭山市地球温暖化対策ガイ

ドライン 

◎大阪狭山市一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画 

◎第６期大阪狭山市分別収集計画 

◎大阪狭山市環境保全に関する基

本条例 

◎大阪狭山市廃棄物の減量化及び

適正処理等に関する条例 

◎大阪狭山市ごみ等のポイ捨て等

の防止に関する条例 

◎大阪狭山市廃棄物減量等推進員

設置要綱 

◎大阪狭山市ごみ減量対策推進会

議設置要綱 

◎大阪狭山市あき地の適正管理に

関する指導要綱 

◎大阪狭山市違反簡易屋外広告物

撤去活動員に関する要綱 

◎大阪狭山市火災予防条例 

◎大阪狭山市住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助金交付要綱 

市民、事業者との協働によ

る環境に配慮した取組み 

◎ごみ減量化・資源リサイクル推

進事業 

◎廃棄物減量等推進員によるごみ

減量対策推進会議でのごみ減

量・リサイクル推進の啓発 

◎エコフェスタおおさかさやまの

実施 

◎緑のカーテン普及啓発事業 

◎生ごみ処理機の購入費助成 

◎住宅用太陽光発電システム設置

費助成 

◎生ごみ堆肥化容器等の貸与 

◎狭山池まつりを核とした市民環

境活動への支援 

◎環境をテーマにした出前講座の

実施等 

 

地域での環境

と経済の両立

をめざす取組

み 

◎第四次大阪狭山市総合計画 

（環境にやさしい消費生活の推

進） 

◎大阪狭山市地球温暖化対策ガイ

ドライン 

◎大阪狭山市有価物回収奨励金交

付要綱 

環境に配慮した施策・事業

の推進による環境負荷の低

減 

◎公共事業の実施における環境配

慮 

◎環境・リサイクルフェアの実施 

◎グリーン購入の推進 

◎有価物（古紙等）回収奨励金の

交付 

◎エコアクション 21 自治体イニ

シアティブプログラムの活用 

◎契約時における環境に配慮した

業者を優先することの検討 
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４．環境目標の設定 

 
 エコアクション２１の取組みを推進するにあたり、全施設（追加施設を含む）に適用する環境

目標を次のとおり設定しました。 

なお、環境負荷の削減目標は、「大阪狭山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、

平成 21 年度を基準年度（値）と定め、平成 22 年度から平成 26 年度まで、各年度 1％ずつ削

減量を逓増させる目標を設定しています。（廃棄物排出量は各年度 2％ずつ） 

 

二酸化炭素排出量の削減 

・二酸化炭素排出量を基準年度（平成 21年度）と比較して次のように削減します。 

 平成 22年度 平成 23年度 
中期目標 

平成 24年度 
平成 25年度 

長期目標 
平成 26年度 

電  気 

1％減 2％減 3％減 4％減 5％減 

Ｌ Ｐ Ｇ 

灯 油 

都 市 ガ ス 

ガ ソ リ ン 

軽 油 

Ｃ Ｎ Ｇ 

 

総排水量の削減 
・水道使用量を基準年度（平成 21年度）と比較して次のように削減します。 

 平成 22年度 平成 23年度 
中期目標 

平成 24年度 
平成 25年度 

長期目標 
平成 26年度 

水道使用量 1％減 2％減 3％減 4％減 5％減 

 

廃棄物排出量の削減 

・廃棄物排出量を基準年度（平成 21年度）と比較して次のように削減します。 

 平成 22年度 平成 23年度 
中期目標 

平成 24年度 平成 25年度 
長期目標 
平成 26年度 

廃棄物排出量 2％減 4％減 6％減 8％減 10％減 

 

印刷用紙使用量削減 

・印刷用紙使用量を基準年度（平成 21年度）と比較して次のように削減します。 

 平成 22年度 平成 23年度 
中期目標 

平成 24年度 平成 25年度 
長期目標 

平成 26年度 

印刷用紙使用量 1％減 2％減 3％減 4％減 5％減 

 

グリーン購入の推進 

・文具・事務用品等に係るグリーン購入割合を次のとおりにします。 

グリーン購入 80％以上（金額ベース） 
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各年度の環境目標値 

 今年度に認証取得をめざす子育て支援センターは、平成 25年 10月から取組みを行っています。

したがって、平成 25年度目標値及びその基準値は、同施設に限り 6ヶ月間（10月～3月）の数値

を使用しています。 

 平成 25 年度目標値 

 
平成 21年度 

（基準年度） 
平成 25年度 

 電気 CO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

2,581,283 
（4,650,954kWh） 

2,478,031 
（4,464,914kWh） 

ＬＰＧCO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

12,173 
（4,056kg） 

11,685 
（3,896kg） 

灯油 CO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

62,832 
（25,232ℓ） 

60,318 
（24,224ℓ） 

都市ガス CO2排出量 

（ｋｇ－ＣＯ２） 
513,732 

（255,743㎥） 
493,183 

（245,518㎥） 

ガソリン CO2排出量 

（ｋｇ－ＣＯ２） 
72,563 

（31,254ℓ） 
69,662 

（30,010ℓ） 

軽 油 CO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

41,955 
（15,987ℓ） 

40,278 
（15,348ℓ） 

ＣＮＧCO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

5,594 
（2,443㎥） 

5,370 
（2,345㎥） 

合計 Co2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

3,290,132 3,158,527 

総 排 水 量 
（㎥） 

108,573 104,231 

廃棄物排出量 
（ℓ） 

1,524,433 1,402,477 

印刷用紙使用量 
(枚) 7,743,652 7,433,906 

平成 26年度目標値 

 
平成 21年度 

（基準年度） 

 

 

平成 26年度 

（長期目標） 

 
 
 
 

 

 
 
 

電気 CO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

2,594,328 
（4,674,464kWh） 

 
2,464,612 

（4,440,742kWh） 

ＬＰＧCO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

12,173 
（4,056kg） 

 
11,564 

（3,852kg） 

灯油 CO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

62,832 
（25,232ℓ） 

 
59,690 

（23,972ℓ） 

都市ガス CO2排出量 

（ｋｇ－ＣＯ２） 
513,732 

（255,743㎥） 
 

488,045 
（242,951㎥） 

ガソリン CO2排出量 

（ｋｇ－ＣＯ２） 
72,902 

（31,401ℓ） 
 

69,257 
（29,831ℓ） 

軽 油 CO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

41,955 
（15,987ℓ） 

 
39,857 

（15,187ℓ） 

ＣＮＧCO2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

5,594 
（2,443㎥） 

 
5,314 

（2,321㎥） 

合計 Co2排出量 
（ｋｇ－ＣＯ２） 

3,303,516  3,138,339 

総 排 水 量 
（㎥） 

108,810  103,370 

廃棄物排出量 
（ℓ） 

1,530,913  1,377,822 

印刷用紙使用量 
(枚) 7,743,652  7,356,469 

 
 
 
※ 電力の排出係数は、0.555 としています。（EA21 地方公共団体向けマニュアル試行版に準拠） 
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５．エコオフィス活動の具体的な取組みと評価 

「エコアクション 21 のための実践 10 か条」を遵守するとともに、職員が一丸となって環境配

慮に努めています。 

エコアクション 21のための実践 10 か条 

１ 全職員が環境に配慮した意識を持ちながら業務を遂行します。 

２ 始業時間前や昼休み等の消灯を徹底します。（窓口部門等は除く） 

３ 公用車の使用時は「エコドライブ 10のすすめ」を実践し、化石燃料の消費を抑えます。 

４ 
空調は必要な時間と場所での利用にとどめ、室温で冷房時 28度、暖房時 20度※の取組みを

すすめます。 

５ エレベーターは使用しません。（身体に障がいのある職員や体調の悪い職員は除く） 

６ 長時間使用しないときのノートパソコンのふたを閉じます。 

７ 
コピー等の印刷機を使用する場合は事前に十分確認を行い、ミスコピーを発生させないよう

努めるとともに、両面印刷や裏紙利用を徹底し、紙の有効利用を図ります。 

８ 古紙については、分別を徹底し、可能な限り再資源化します。 

９ 水道水の使用は最小限にし、節水に心がけます。 

10 庁内からの排出されるごみの削減に努めます。 

 

一般職員等の取組状況について 

一般職員のエコオフィス活動は、環境への取組自己チェックリストを用いて、取組状況を評価

しています。取組内容、取組状況及び評価は次のとおりです。 

なお、平均評価は各グループの評価結果（評価の基準は、２:十分取り組んでいる、１:取組み

が不十分、０:取り組んでいない）の平均値です。 

 

取組内容 取組状況 評価 

事務室の照明は、昼休み、残業時には、不必要なもの

を消灯する。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

定時退庁(ノー残業デー）の日は、取組みを徹底し、

照明・電気機器等の集約的な使用に努める。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

公共交通機関の利用、公用車の相乗り等により、公用

車の使用削減に努める。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

近距離の用務には公用車を使用せず自転車を利用す

る。 

平均評価 1.8 

取組グループ 27G 
一部グループにおい

て取組みが不十分 

アイドリングストップ等運転方法の配慮（急発進・急

加速や空ぶかしの排除、駐停車中のエンジンの停止

等）を励行する。 

平均評価 2.0 

取組グループ 33G 

全グループが 

十分な取組み 

冷暖房の設定温度は、冷房２８℃以上、暖房２０℃※

以下とする。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

夏季における軽装（クールビス）、冬季における重ね

着など服装（ウォームビズ）の工夫をして、冷暖房の

使用を控える。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 
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取組内容 取組状況 評価 

エレベーターの使用を控え、階段の使用を励行する。 平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

離席時や着席していても長時間使用しない場合は、必

ずノートパソコンのふたを閉じる。 

平均評価 2.0 

取組グループ 33G 

全グループが 

十分な取組み 

コピー機は、枚数や拡大・縮小の誤りなどのミスコピ

ーを防止するため、使用前に各自設定を確認するとと

もに、次に使用する人に配慮し、使用後は必ず設定を

リセットする。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

プリンターやコピー機で複数頁の印刷をする場合は、

原則として両面印刷、可能な限り縮小・集約印刷とす

る。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

プリンターやコピー機で印刷する際は、トレイを使い

分けるなどして、可能な限り、裏紙（片面使用済みの

コピー用紙）を使用する。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

手洗い時、トイレ使用時、洗い物においては、日常的

に節水を励行する。 

平均評価 2.0 

取組グループ 34G 

全グループが 

十分な取組み 

ポスター、カレンダーなど裏面が活用できる紙は、可

能な限り利用するよう工夫する。 

平均評価 2.0 

取組グループ 32G 

全グループが 

十分な取組み 

使い捨て製品（紙コップ、使い捨て容器入りの弁当等）

の使用や購入を抑制する。 
平均評価 2.0 

取組グループ 34G 
全グループが 

十分な取組み 

コンビニエンスストア等で物を購入する際は、袋を持

参するなどしてレジ袋を受け取らないように努める。 
平均評価 1.8 

取組グループ 31G 

一部グループにおい

て取組みが不十分 

コピー用紙・コンピューター用紙、伝票・事務用箋等、

印刷物・パンフレット、名刺、その他の紙について、

再生紙又は未利用繊維への転換を図る。 

平均評価 2.0 

取組グループ 33G 
全グループが 

十分な取組み 

※冬の電力不足に対応するため、暖房の設定温度をさらに１℃下げ、１９℃としました。 

    

  火力発電所の稼働率が高まるなか、電力の排出係数の上昇により、市全体の事務事業による温室効果ガ

ス排出量は、平成 24年度以降、増加しています（各年度の左側のグラフ）。 

  しかしながら、電力の排出係数の上昇を考慮せず、単純にエネルギー使用量のみで比較すると、平成 23

年度以降、減少し続けています（各年度の右側のグラフ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  各年度（平成 22年度～平成 25年度）の左側のグラフは各年度ごとの排出係数を使用し、右側のグラフ

は平成 21年度の排出係数で固定して、温室効果ガス排出量を算出しています。 

 

市全体で温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます 

エネルギー使用量のみ考慮した
温室効果ガス排出量の推移 
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実績値

１．大阪狭山市らし
さを創出する　自
立と協働のまち

②人権尊重の環境
づくり

人権広報グループ 人権啓発・平和事業

　基本的人権の尊重について正しい理解と認識を深め
てもらうとともに、自分自身の問題として取り組んでもら
えるようにあらゆる機会を通じて、市民と協働し人権啓
発事業を展開し、人権文化をはぐくむまちづくりを進め
る。また、「核兵器廃絶・平和宣言都市」の趣旨を踏ま
え、戦争の悲惨さを訴えるため、平和事業を展開する。

　職員が出張する場合、公用車の使用を避け公共交通
を使っての移動を心がける。
　啓発物品を購入する場合、リサイクル原料を使用した
ものや繰り返し使用できる製品の購入に配慮する。
　各種会議等の資料を作成する場合に両面印刷の徹底
などにより紙の使用量軽減を図る。

使い捨てにならない啓発物
品の購入（ポケットティッ
シュ1個10ｇ×1000個＝10ｋ
ｇのごみ削減）

繰り返し使用できる製品
（コースター）を啓発物品と
して購入した。

政策体系

人権広報グループ
男女共同参画推進事
業

　男女共同参画推進条例、男女共同参画推進プランに
基づき、男女共同参画推進の指導者や自主グループの
養成、または関連団体の活動推進のための「男女共同
参画問題啓発冊子編集・男女共同参画学習活動助成」
等の各事業を展開する。男女共同参画社会の実現に向
けた拠点として男女共同参画推進センターを市民団体
との協働で運営する。

　職員が出張する場合、公用車の使用を避け公共交通
を使っての移動を心がける。
　きらっとぴあの事業や講座の参加連絡等に電子メー
ルを活用する。また、事業や講座で使用する物品につ
いて、リサイクル原料を使用したものや使用後にごみと
ならない製品の購入に配慮する。
　男女共同参画問題啓発冊子の作成に、環境に配慮し
た原材料を使用する。

きらっとぴあからの活動内
容をWEB（ブログ）を活用し
て知らせることで紙媒体の
削減（200枚×4回＝800
枚）をめざす。

相談対策事業

１．大阪狭山市らし
さを創出する　自
立と協働のまち

①参画と協働のま
ちづくり

１．大阪狭山市らし
さを創出する　自
立と協働のまち

③男女共同参画社
会の環境づくり

目標値所属 事業名 事業内容 取組内容

市民協働・生涯学
習推進グループ

地域力活性化支援事
業

【地域力活性化支援事業補助金交付事務】
　地域における活力の活性化を図り、市民との協働によ
るまちづくりの推進につなげるため、地域の課題を解決
するための活動やコミュニティ活動、生涯学習活動など
地域住民が自主的に取り組む活動に対し、補助金を交
付する。
　市内の一定の地域において、地域住民の互いの協力
により当該地域における課題を解決することを目的に、
おおむね３０以上の世帯により自主的に組織された団
体又はその連合体が補助団体である。

　補助金交付に係る申請関係書類の様式の公表のた
めのインターネット掲載

インターネット掲載（年2種
類）

インターネット掲載（年2種
類）

市民協働・生涯学
習推進グループ

市民公益活動促進事
業

【市民公益活動促進補助金交付事務】
　大阪狭山市市民公益活動促進条例の基本理念に基
づき、市民公益活動を促進するため、公募により選考し
た市民公益活動団体が行う活動に対し補助金を交付
し、資金面から支援する。
　この資金には、市民から寄せられた寄附金と市からの
出資金を積み立てている「大阪狭山市市民公益活動促
進基金」を活用している。
【生涯学習情報誌「ライフタイム」作成（年４回）】
　この情報誌は、市民の皆様の「学びたい」・「学んだこ
とを役に立てたい」と思う気持ちをサポートするため市内
の団体（グループ、サークル、クラブなど）、企業、学校、
個人からの生涯学習情報を収集し、編集している。
平成25年度（2013年度）は、４回（４月・７月・１０月・１月）
発行

　市民公益活動促進補助金交付公表資料のインター
ネット掲載
　生涯学習情報誌「ライフタイム」のインターネット掲載

インターネット掲載（年７様
式及び年４回情報誌発行）

きらっとぴあからの活動内
容をWEB（ブログ）を活用し
て知らせることで紙媒体の
削減を達成。

　毎週水曜日のノー残業デー遵守による省エネルギー・
省資源

ノー残業デーに超過勤務
する年間日数5日以下（50
週中の5日以下）

インターネット掲載（年７様
式及び年４回情報誌発行）

　市民の各種相談に応じるため、法律相談、司法書士
相談、行政相談を実施。また、緊急を要するものについ
ては、応急的な対策を実施。

ノー残業デーに超過勤務す
る年間日数0日

人権広報グループ

　電力使用量の削減のため、照明と空調機器の適切な
使用に努める。
　廃棄物削減のため、ごみの分別、リサイクルを促進
し、イベント開催時は使い捨て容器等の使用を控える。
　ガソリンの削減のため、公用車の適正使用を勧める。
　水道使用量の削減のため、トイレ等水場の節水を徹
底する。

グリーンカーテンの作成に
より、電力消費実績の２％
削減に貢献する。

平成24年度36,913kg-co2
に対し、平成25年度
36045kg-co2で2.4%削減

２．健康で安心して
暮らし続けられる
思いやりのあるま
ち

①いつまでも元気
で暮らせる健康づ
くりの推進

健康推進グループ
保健センター施設管理
事業

　保健センターの施設の適正な維持管理
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平成２５年度環境活動計画書(施策関連分)

保険年金グループ
国民健康保険・福祉医
療・国民年金事務全般

　国民健康保険の資格の取得・喪失事務。保険料の賦
課及び徴収に関する事務。障がい者・ひとり親・子ども
医療の助成に関する事務。後期高齢者医療に関する事
務。国民年金の取得・喪失に関する事務。国民年金受
給に関する事務。

　毎週水曜日のノー残業デーの徹底及びグループ独自
で毎週金曜日をノー残業デーとし、光熱水費を削減をす
る。

25年度の水曜日及び金曜
日の日数100日中約80％
の80日

69日（69％）

福祉グループ 所管事務全般
　障がい者福祉、地域福祉、民生委員推薦会、更生保
護団体、社会を明るくする運動などに関する事務

　ノー残業デー（毎週水曜日）の徹底による省エネル
ギー・省資源
　方法＝グループの全職員が毎週水曜日のノー残業
デーを徹底する。
　効果＝事務所の電気・水の使用量を削減できる。

グループの全職員が残業
をしなかった水曜日の年間
日数　　　　　　　　　　　　４５
日

グループの全職員が残業
をしなかった水曜日の年間
日数　　５０日

電動自転車・徒歩訪問の回
数　全86回

　ノー残業デー（毎週水曜日）の推進を徹底することに
より、執務室における照明・ＰＣの消費電力を減少させ
省エネルギー化を図る。

　毎週水曜日のノー残業
デーは残業日数を昨年度
目標の5割減とし、年間5日
以内とする。

年間収集個数 ２，３００個
（＝年間ＣＯ２削減量１８，１
１２グラム）

福祉グループ 所管事務全般
　障がい者福祉、地域福祉、民生委員推薦会、更生保
護団体、社会を明るくする運動などに関する事務

　ペットボトルキャップ収集による廃棄物の排出削減と
再資源化、及びキャップ焼却時に発生するＣＯ２の削減
　方法＝グループ全員でペットボトルのキャップを収集
し、回収団体（ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会）に送付
する。
　効果＝キャップ４００個焼却で生じるＣＯ２ 　３，１５０グ
ラムを削減できる。同時にキャップ８００個でポリオワク
チン１本を発展途上国の子どもに贈ることができる。

年間収集個数 ２，４００個
（＝年間ＣＯ２削減量１８，９
０００グラム）

残業した日数：　0日

生活援護グループ 生活保護費給付事業
　ケースワーカーが被保護者の生活状況等を把握する
ため実施する家庭訪問

　市役所から近距離（狭山地区・半田地区・池尻地区）
の家庭については、アシスト式自転車や徒歩による訪
問に心掛け、公用車利用を削減することによりＣＯ2排
出の軽減を図る。

電動自転車・徒歩訪問の
回数　各四半期20回(昨年
の目標の2倍）
（公用車の利用回数を削
減）

生活援護グループ 所管事務全般
　生活保護・中国残留邦人支援・日赤事業・その他の援
護に関する事務

２．健康で安心して
暮らし続けられる
思いやりのあるま
ち

③高齢者に安心な
福祉サービスづくり

高齢介護グループ 介護認定審査会事業

　介護保険の被保険者が介護サービスを利用するため
には、介護認定調査員が被保険者の心身の状況を調
べるため訪問調査した調査票をもとに、一次判定（コン
ピュータ判定）により要介護状態区分を導き出す。調査
票の結果と主治医意見書をもとに、二次判定（介護認定
審査会）により申請者の介護度を決定する。

保険年金グループ
国民健康保険・福祉医
療・国民年金事務全般

　国民健康保険の資格の取得・喪失事務。保険料の賦
課及び徴収に関する事務。障がい者・ひとり親・子ども
医療の助成に関する事務。後期高齢者医療に関する事
務。国民年金の取得・喪失に関する事務。国民年金受
給に関する事務。

　使用紙の削減（コピー用紙･OA印刷用の削減）。プレ
ビュー画面の利用及び確認により印刷枚数の削減。

Ｈ24度A4換算221,000枚の
1％減

　介護認定調査員が訪問調査を行う際に徒歩圏は徒歩
又は自転車により訪問し、同方面の場合は乗り合いに
より訪問することで公用車の利用を控える。

年間訪問回数約１4００件
の内、公用車を利用しない
回数280件（四半期：70件）

年間訪問回数約１4００件
の内、公用車を利用しない
回数1７５件

19.9％増
（目標枚数218，790枚
　　　→実績265，000枚）

桜の里づくり推進事業
　桜を沿道や公共施設に計画的に植栽し、桜の里づくり
を進める。

　植物は大気中のCO2を光合成により体内に固定し成
長する。特に樹木は長期（サクラ類は生育状況が整え
れば60年以上）に渡って成長するため、「さくらの里づく
り推進事業」によるサクラの植樹事業は、長期的なCO2
削減対策といえる。平成25年度も引続き、年に50年の
サクラの植樹を目標とする。

年に50本を植樹 年に89本を植樹

２．健康で安心して
暮らし続けられる
思いやりのあるま
ち

②地域のみんなで
支えあう地域福祉
の充実

２．健康で安心して
暮らし続けられる
思いやりのあるま
ち

⑤セーフティネット
としての社会保障
の充実

３．人と自然が共
生する　環境にや
さしいまち

①水と緑を守り、親
しむことができる環
境づくり

政策体系 所属 事業名 事業内容 取組内容 目標値 実績値

公園緑地グループ
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平成２５年度環境活動計画書(施策関連分)

・システム補助件数（50
件）・コンテストの応募数
（緑のカーテン60世帯、川
柳100人）

追加認証登録施設数：4施
設（保育所・幼稚園・小学
校・中学校）

追加認証登録施設数：4施
設（保育所・幼稚園・小学
校・中学校）

・システム補助件数（59
件）・コンテストの応募数
（緑のカーテン44世帯、川
柳156人）

エコアクション２１の推
進

　本市公共施設の地球温暖化対策の取組を推進し、各
グループへの働きかけや環境負荷の計数管理を行う事
で、環境マネジメントシステムの徹底を図る。

　空調機の選定に際し、省エネ型空調機の製品を採用
する。

①チラシ、水切りネットを２
５００枚配布②ティッシュ２０
００箱交換③アンケート１０
０枚回収

  幼児・児童・生徒の各発達段階に応じた環境教育に積
極的に取り組むとともに、各学校園で省エネルギー、廃
棄物の抑制、再利用化など教育・学習の場を通じて環
境活動を展開する。

   環境に関する資料の収集と、学校園への情報提供を
行う。また、学校園において、その資料を基に教科での
環境教育の取組みや総合的・横断的な環境教育の取
組みについて実施するよう啓発を行う。

学校園へ四半期毎に1回以
上の情報提供と学校園に
おける実践。

企画グループ

　市内で行われる各種イベントにおいて、市民に対して
ごみ減量の啓発活動を行う。

１、各グループへの働きかけ
　各グループにおける地球温暖化対策への取組を把握
するとともに、環境負荷の係数管理を行う。また、PDCA
サイクルに基づく取組改善がなされるよう、内部環境監
査等を実施する。
２、環境負荷軽減の施策を実施
　(1)クールビズ・ウォームビズの周知徹底と推進。
　(2)ライトダウンキャンペーンへの参加呼びかけ。
  (3)家族でお出かけ節電キャンペーンの呼びかけ。

企画グループ

①チラシ、水切りネットを２
５００枚配布②ティッシュ２０
００箱交換③アンケート１０
０枚回収

　平成２５年度は「さやま池まつり」「環境リサイクルフェ
ア」「はばたきフェスタ」の３会場でごみ減量啓発活動を
実施する。ごみ減量対策推進会議では生ごみの水切り
や雑がみの分別推進によるごみ減量効果を掲載したチ
ラシと水切りネットを配布。牛乳パック整理協力会で市
民が持参した牛乳パックと箱ティッシュを交換し、資源リ
サイクルを呼びかける。また、環境リサイクルフェアで
は、リサイクルや環境に関するアンケートを実施して、
市民の意識調査と啓発活動を行う。

教育総務グループ 中学校整備事業
　学校教育施設の大規模改造（空調）事業に際し、省エ
ネ設備の導入を図る。

生活環境グループ
市民協働によるごみ減
量啓発活動

地域への地球温暖化
対策啓発

　地域における地球温暖化対策の取組を推進するた
め、市民向けの啓発事業を展開する。

1　住宅用太陽光発電システム設置費の一部を補助す
る。
2　緑のカーテンの活用及び普及促進を図るため、次の
2点を実施する。
　　①　市民に対し、ゴーヤの苗を配布（６０世帯）する。
　　②　緑のカーテンフォトコンテストを実施する。
3　エコ川柳コンテストを実施する。
4　「エコフェスタおおさかさやま」を企画し、開催する。

平成２３年度を基準年度と
し、毎月ドラム缶1本（１５０
ℓ）残菜を削減。

平成２３年度を基準年度と
し、毎月ドラム缶1本（１５０
ℓ）残菜を削減。

学校教育グループ 学校教育管理事業

学校給食グループ

社会教育・スポー
ツ振興グループ

所管事務全般
　放課後児童会事業、青少年健全育成事業、スポーツ
振興管理事業などの社会教育関連事業に関する事務

　毎週水曜日のノー残業デーを完全実施することによ
り、省エネルギー・省資源に取り組む。

給食残飯引取事業
　給食残飯及び調理屑の引取排出業務を委託し、養豚
飼料としてリサイクルを行う。

　残飯をゴミとして処分しないで飼料とし、リサイクルす
る事で環境負荷を軽減する。

児童家庭相談事業　・
子育て支援センター事
業

　次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援する。
　電動自転車を活用し、公用車やバスの利用を削減す
る。

電動自転車の使用回数
70回

電動自転車の使用回数
78回

実施回数3回

工事実施校で取組みを実
施（２校）

平成25年度中、ノー残業
デー実施率70％

工事実施校で取組みを実
施（２校）

紙の使用量 前年度の２
０％削減
（前年度12,600枚/月　今年
度10,280枚/月）

こども育成室
保育管理事務事業　・
幼稚園事務事業

　保育サービス及び幼稚園教育の充実と質の確保を図
るとともに、各運営の効率化・安定化を進める。

　紙の使用量を削減するため、資料作成の際は両面コ
ピーを徹底し、保育所・幼稚園等への案内・通知や報告
文書等については電子媒体で行う。また、印刷トナーは
リサイクルカートリッジを利用し、環境負荷軽減に取り組
む。園児の衛生面を考慮しながら、室温調整等を常に
行い都市ガス使用量の削減に取り組む。

紙の使用量 前年度の10％
削減

平成25年度中、ノー残業
デー実施率80％

こども育成室

３．人と自然が共
生する　環境にや
さしいまち

②地球にやさしい
環境づくり

４．ともに学び　世
代をつないで　人
を育むまち

①子育てにやさし
い環境づくり

４．ともに学び　世
代をつないで　人
を育むまち

②学ぶ力・生きる
力を伸ばす教育環
境づくり

３．人と自然が共
生する　環境にや
さしいまち

③ともに実践する
循環型社会づくり

４．ともに学び　世
代をつないで　人
を育むまち

④生涯スポーツの
推進

政策体系 所属 事業名 事業内容 取組内容 目標値 実績値
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平成２５年度環境活動計画書(施策関連分)

　都市機能の円滑な運営並びに良好な都市環境の形
成を図り、開発行為を一定の基準の下に指導を行う。

　ガソリン使用量の削減をめざし、開発指導及び建築指
導に関する現場確認の際、複数の現場があるときは最
適なルートを選択することで自動車走行距離を短縮す
る。市役所周辺については徒歩での移動を心がける。
また、エコドライブの実践により、燃費の向上を図る。

１００％（平成２４年度走行
距離：３７２０km、燃費：８．
９９㎞/ℓ）

年間電力使用量
消防本部　160,210ｋｗｈ
出張所　　　54,068ｋｗｈ

消防本部総務グ
ループ

消防庁舎管理事業 　消防本部庁舎の消費電力量の抑制。

　消防本部庁舎内に設置している空調機器室外機近く
に、植物による「緑のカーテン」を設けて同機器の稼働
能力(効率)をあげとともに、同時に節電に取り組み、消
費電力の抑制を図る。
　消防本部及びニュータウン出張所庁舎内に設置して
いる照明器具の更新については、ＬＥＤ化に努め、消費
電力の抑制を図る。

年間電力使用量で、下記
の昨年度数値を下回る。
消防本部　173,607kwh
出張所　　　53,853kwh

　水道メーターの新規購入及び使用済み水道メーター
の修理業務

　新品の水道メーターに関しては、鉛レス銅合金採用の
水道メーターを購入。また、修理対応の水道メーターに
関しては、取替等で引き上げ済みの水道メーターを再
利用する際に、表面改質処理またはコーティング処理を
施すことで、鉛の溶質防止に努めるとともに、外面塗装
を施さない仕様を採用して環境に配慮した水道メーター
の設置を推進する。また、既に設置している箇所につい
ても、取組みを継続していくことで、環境負荷軽減の取
組みを維持するための事業としていく。

口径13～40mmの既設メー
ターの取替にエコメーター
を採用、設置を推進する。
（目標　100％）

都市計画グループ 開発指導

１００．７％
平成２５年度走行距離：３，
９６５㎞
燃費：９．０５㎞/ℓ

再生紙の利用率　９０%

使用率100％

　低騒音型の機械の使用等により工事騒音・振動防止
に取り組む。

騒音・振動苦情件数０件 騒音・振動苦情件数０件土木グループ 道路維持・改良事業 　環境に関する苦情のない工事実現に努める。

４．ともに学び　世
代をつないで　人
を育むまち

⑥市民文化・歴史
文化の振興

歴史文化グループ 文化財保護推進事業 　市内に残る文化遺産について調査し、保護・継承のた
めの文化財保護普及啓発活動を行う。

　文化財保護普及啓発活動の資料に再生紙を利用す
る。

再生紙の利用率　９０%

口径13～40mmの既設メー
ターの取替にエコメーター
を採用、設置を推進した。
（達成率　100％）

水道局施設グ
ループ

給水管改良工事及び
配水管布設・布設替工
事

　給水管改良工事及び配水管布設･布設替工事での埋
め戻し材に再生砂を使用し、また舗装復旧時にも再生
路盤材(RC)及び再生アスファルト混合材を使用。

　再生砂・再生路盤材（RC）・再生アスファルト混合材を
使用することにより、廃棄物の排出の削減に取り組む。

工事発注件数　10件 工事発注件数　11件

水道局総務グ
ループ

水道メーターの新規購
入及び水道メーターの
修理

５．にぎわいがあり
安全で快適な暮ら
しのあるまち

①快適で魅力ある
市街地の整備

５．にぎわいがあり
安全で快適な暮ら
しのあるまち

②人や環境に配慮
した交通環境の整
備

給水管改良件数　380件

下水道グループ 公共下水道建設事業 　公共下水道工事 　公共下水道工事におけるリサイクル管の利用。 使用率100％ 使用率100％

水道局施設グ
ループ

給水管改良工事
　安全な水道水の供給を目的に、鉛給水管の布設替え
（給水管改良）を推進する。

　鉛給水管溶出のないポリエチレン管に取り替えること
により、健康リスクの低減に取り組む。

給水管改良件数　361件

下水道グループ 公共下水道建設事業 　公共下水道工事
　公共下水道工事におけるアスファルト合材、砕石など
再生資材の利用。

使用率100％

５．にぎわいがあり
安全で快適な暮ら
しのあるまち

④消防・救急体制
の整備

５．にぎわいがあり
安全で快適な暮ら
しのあるまち

③信頼できるライフ
ラインの充実

政策体系 所属 事業名 事業内容 取組内容 目標値 実績値
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平成２５年度環境活動計画書(施策関連分)

　市管理防犯灯のＬＥＤ化を推進する。また、地区管理
防犯灯についても、一括してＬＥＤ化するための手法を
検討する。

　市管理防犯灯を計画的にＬＥＤ化することにより、消費
電力削減を図る。

市管理防犯灯のＬＥＤ化
　１００基

市管理街路灯のＬＥＤ化
　１，４９３基

防犯対策事業

【金剛駅西口地域防犯ステーション運営業務委託事務】
　地域住民が行う自主的な防犯パトロール活動、黒山
警察署及び行政との連携による地域安全情報の集約
や発信、防犯ボランティアの参加拡大につながる活動を
進める拠点として運営する。運営は常駐業務として「防
犯ボランティアメンバーズＶＯＳＳ-Ｍ」に委託し、午前９
時から午後10時まで年間を通して開設する。

　金剛駅西口地域防犯ステーションでの節電、節水（予
算計上該当項目：光熱水費）

電気・水道共に同量の使用
量（前年度比較）

電気使用料　6.92％減（前
年度比）
水道使用料　3.92％増（前
年度比）

土木グループ
防犯灯照度アップ事業
（ＬＥＤ化）

市民協働・生涯学
習推進グループ

認証者数　　１４

・水曜日に残業をしないよう業務スケジュールを調整す
る。
・終業後すぐにＯＡ機器の電源を落とす、消灯する等、
エネルギーの消費量を抑える。

水曜日の残業を０にする。
（随行日をのぞく）

農政商工グループ
大阪エコ農産物認証事
業

　安心できる農産物を求める市民の声に応え、環境に
やさしい農業に取り組む農業者を支援するため、大阪
府における「エコ農産物認証制度」の普及推進を図る。
対象農作物の生産を推奨し、生産計画や認証マークの
使用等の申請を受理し、大阪狭山市エコ農産物推進協
議会で事前審査し、大阪府に進達する。

　エコ農産物栽培基準（農薬上限使用量・肥料上限使
用量）に適合した、農産物の生産（慣行栽培における農
薬及び肥料の使用量を半減する。）

認証者数　　１４

　裏紙印刷を徹底する。
　決裁等の誤字を減らし、印刷の回数を可能な限り減ら
す。
　届いたメール等を印刷せず、各自のパソコン端末から
確認するようにする。

コピー用紙の使用量を平
成24年度から3％削減する

水曜日の残業０

人事グループ ノー残業デー啓発事業

　毎週水曜日をノー残業デーとし、繁忙期等特殊な事情
を除く全部署において、定時での帰宅を促し、残業によ
る人件費の抑制及び光熱水費のムダ使いを減らす取組
を行う。ノー残業デーを徹底する取組の中で、職員個々
人に光熱水費の大切さを認識してもらい、省エネ活動に
対する意識づけを行う。

　人事グループとして、毎週庁内LANを利用し、ノー残
業デーの啓発メールを発信する。また、必要に応じて庁
内放送でのノー残業デー周知や人事グループ職員によ
る定時経過後の見まわりを実施し、各部署の残業状況
や残業事由の把握に努める。

ノー残業デーにおける残業
者数０名
(繁忙期等特殊な事情があ
る場合を除く）

ノー残業デーにおける残業
者数０名(繁忙期等特殊な
事情がある場合を除く）

秘書グループ

低公害車の導入：
　公用車更新時には、ハイブリッド車や低燃費車、低排
出ガス認定車、圧縮天然ガス自動車等の低公害車に切
り替え、温室効果ガス排出量の削減を図る。
　また、低公害車の設定がない車種については、排出
ガス規制適合車、燃費基準達成車、グリーン購入法適
合車等、低公害車に準じ環境負荷の低減を実現した自
動車の導入を行う。

低公害車4台の導入（それ
に準じた車を含む）

コピー用紙の使用量が平
成24年度から18％増加

庶務グループ 庶務管理事業

危機管理グループ 備蓄食糧の提供

　市が災害時のために備蓄している、アルファー米等の
備蓄食糧を賞味期限が切れる前に、市民や自主防災
組織の訓練時に提供する。また、大阪府が賞味期限前
に放出する備蓄食糧についても、自主防災組織の訓練
時に使用申請を行い提供している。
　また、備蓄しているカンパン等は、賞味期限前のイベ
ント等で配布し、ゴミとしないとともに、災害時に備え備
蓄していることのＰＲと備蓄食等への認識・周知を図る。

　備蓄食糧は賞味期限が過ぎれば、ごみとして処分しな
ければならないので、賞味期限前の備蓄食糧を自主防
災組織の炊き出し訓練に提供し、環境負荷軽減のため
に取り組んでいる事業。

備蓄食糧：アルファ米(市管
理、五目ご飯７００食。府提
供分2000食及びカンパン
420食）

アルファ米（市管理、五目
ご飯700食。府提供分2000
食及びカンパン420食）

4台導入（リース3台、購入1
台）

　庶務グループにおけるコピー用紙の使用量の削減

秘書管理業務
 毎週水曜日のノー残業デーに残業をしないよう努め
る。

財政グループ 公用車管理事業
　公用車の維持・管理、高速道路通行料の支払及び公
用車運転業務を行う。

６．みんなで創る
持続可能なまち

①計画的な行政運
営

５．にぎわいがあり
安全で快適な暮ら
しのあるまち

⑤防災・防犯対策
の充実

５．にぎわいがあり
安全で快適な暮ら
しのあるまち

⑥魅力ある都市農
業の推進

政策体系 所属 事業名 事業内容 取組内容 目標値 実績値
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平成２５年度環境活動計画書(施策関連分)

総合行政委員会
事務局

参議院議員通常選挙
事業

　７月２１日執行の第２３回参議院議員通常選挙におい
て、ポスター掲示板の材料を、再生可能なボードを使用
する。

　市内１１７箇所に設置するポスター掲示板の材料につ
いては、再生可能なボードを使用することにより、環境
負荷の軽減に努める。

設置率100％ 設置率100％

６．みんなで創る
持続可能なまち

③開かれた透明性
の高い行政の推進

人権広報グループ 広報広聴事業
　市民と行政を結ぶパイプラインとして、毎月一回広報
誌及び声の広報を発行。また、「ふるさといきいきカー
ド」等を活用し、市民のアイデア意見を市政に反映。

・使用紙の削減（校正時の用紙削減）
・広報編集用パソコンとプリンターのＯＮ・ＯＦＦ励行
・環境に関連した記事を広報誌に掲載

環境関連記事の広報誌掲
載本数を平成21年度の42
以上にする。

計64本の環境関連記事を
掲載。

情報統計グループ 情報管理事業
　庁内情報の電子化によるデータの管理を行い、情報
の共有化と継続性を推進する。

　ファイルサーバー及び庁内情報システムの活用を積
極的に推進し、全庁的に紙の使用量と廃棄物の削減を
行う。

全庁古紙排出量、前年度
比で0.5％削減
(11,880kg×
99.5%=11,286kg)

個人市民税65.2％、法人市
民税41.8％、償却資産
14.15％を電子化。（全体で
前年比14.2％プラス）

市民窓口グループ
紙の使用量削減化・リ
サイクル事業

  事務用品・紙のグリーン購入を積極的に行う。庁内・
庁外通知文書はパソコン内で確認するとともに、紙のリ
サイクル（メモ用紙など）にも努め、紙の使用量を抑え
る。

紙の使用量　１２０，０００枚

　庁舎施設の維持・管理業務を行う。（本庁舎）
　夏冬の空調稼働停止時間を通常稼働時間より約15分
繰り上げ、空調機器の電力使用量の縮減を図る。
　集中管理エリアの設定温度の監視。

電気使用量、前年度比で
1％削減
(806316kwh×
0.01=8063kwh)

電気使用量、前年度比で
8.1％削減
(実績65573kwh削減)

電子媒体での質問通告等
提出書類件数の割合
95％

紙の使用量　１１４，０００枚

財政グループ

紙の削減に向け方策を決
定。（支払通知書を封書か
らメールシーラーにシステ
ム変更）

出納室 会計事務事業
　会計事務にかかる各種伝票の起票及び添付資料など
の作成に使用する紙を削減する。個人への支払通知書
を作成せず紙の削減を図る。

　地方税ポータルシステム（elTAX）による、給与支払報
告書、法人市民税申告書、償却資産申告書の電子申
告の推進。

議会事務局 議会運営事業 　議員に対する電子化の推進

　職員においては、庁内ＬＡＮの活用をより一層推進さ
せ、電子データで共有化し、必要最小限の資料の印刷
など、紙の使用量と廃棄物の削減を行う。また、議員に
おいても、電子化は共通の課題であり、紙の使用量の
削減に取り組むため、議会運営にかかる提出書類（質
問通告・議会だよりの原稿など）については、電子媒体
での提出を常態とするよう推進していく。

電子媒体での質問通告等
提出書類件数の割合
95％

　伝票担当者などに両面印刷を心がけるように、定期的
にメール又は文書により啓発する。また、紙削減に向け
支払通知書送付についての削減構築案を決定する。

紙の削減に向け方策を決
定。

税務グループ
地方税ポータルシステ
ム（elTAX）利用による
電子申告事業

庁舎管理事業

　電子申告による給与支払報告書、法人市民税申告
書、償却資産申告書の提出をさらに推進することによ
り、紙の省資源化、省力化を図る。

税目ごとにプラス５％を電
子化

選挙啓発事業
　市民が政治に関心を持ち、選挙意識の高揚を図り、明
るい選挙の実現を期することを目的に、選挙に関する啓
発を行う。

  紙の使用量の減量化・リサイクルをグループ内で意識
しながら積極的に行う。

購入率100％
総合行政委員会
事務局

全庁古紙排出量　16,770㎏
（庁舎耐震工事に伴う増加
分を含む）

購入率100％
　選挙啓発用の物品について、グリーン購入法適合商
品・エコマーク認定商品を購入する。

６．みんなで創る
持続可能なまち

①計画的な行政運
営

実績値政策体系 所属 事業名 事業内容 取組内容 目標値
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６．運用期間の取組結果と評価（平成 25年度の実績） 

 平成 25年 4月から平成 26年 3月まで（ただし、追加認証登録をめざす子育て支援センター

は、平成 25年 10月から平成 26年 3月まで）の取組結果は次のとおりです。 
 

全施設の環境負荷の概要                  削減分は▲（マイナス）表記しています。 

環境目標 単 位 
平成 21年度 

(基準年度) 

平成 25年度 

実績 

基準年度 

対 比 

対基準年度   

削減率(％) 

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減 

①電力 

使用量(kWh) 4,650,954 4,522,353 ▲128,601 

▲2.8 

二酸化炭素(kg-CO2) 2,581,283 2,509,908 ▲71,375 

②LPG 
(プロパンガ
ス) 

使用量(kg) 4,056 242 ▲3,814 

▲94.0 

二酸化炭素(kg-CO2) 12,173 726 ▲11,447 

③灯油 

使用量(リットル) 25,232 17,373 ▲7,859 

▲31.2 

二酸化炭素(kg-CO2) 62,832 43,259 ▲19,573 

④都市ガス 

使用量(立方メートル) 255,743 220,691 ▲35,052 

▲13.7 

二酸化炭素(kg-CO2) 513,732 443,316 ▲70,416 

⑤ガソリン 

使用量(リットル) 31,254 30,687 ▲567 

▲1.8 

二酸化炭素(kg-CO2) 72,563 71,245 ▲1,318 

⑥軽油 

使用量(リットル) 15,987 16,885 898 

5.6 

二酸化炭素(kg-CO2) 41,955 44,312 2,357 

⑦ＣNG 
(圧縮天然ガ
ス) 

使用量(立方メートル) 2,443 802 ▲1,641 

▲67.2 

二酸化炭素(kg-CO2) 5,594 1,837 ▲3,757 

二酸化炭素(kg-CO2)の合計 3,290,132 3,114,603 ▲175,529 ▲5.3 

⑧総排水量の削減 
水道使用量（立方
メートル） 

108,573 93,111 ▲15,462 ▲14.2 

⑨廃棄物排出量の削減 排出量(リットル） 1,524,433 1,122,026 ▲402,407 ▲26.4 

⑩印刷用紙使用量の削減 使用枚数(枚) 7,743,652 7,755,697 12,045 0.2 

 

※平成 25年度は基準年度（平成 21年度）より、①電力②LPG③灯油④都市ガス⑤ガソリン⑥軽油⑦ＣNG⑧総排水

量⑩印刷用紙使用量は 4％削減、⑨廃棄物排出量は 8％削減を目標に取り組みました。 

※追加認証登録をめざす子育て支援センターの⑨廃棄物排出量は、基準年度の実績データがないため、平成 25 年 9

月の期間データより年間排出量を推計して算出しています。 

※電力の排出係数は、0.555 としています。（EA21 地方公共団体向けマニュアル試行版に準拠） 
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各施設の環境負荷の状況 

 評価については、目標達成（全施設）が「◎」、目標達成（一部施設未達成）が「〇」、目標未達成（一部施設達成）が

「△」、目標未達成（全施設未達成）が「×」としています。 

 

①電力使用量 2.8％削減 評価（△） 
施設名 項目 平成 21年度(基準年度) 平成 25年度 削減率 

本庁舎・消防本部 
使用量（kWh) 873,700 819,610 

▲6.2％ 
CO2排出量(kg-CO2) 484,904 454,886 

保健センター 
使用量（kWh) 82,580 64,947 

▲21.4％ 
CO2排出量(kg-CO2) 45,832 36,045 

コミュニティセンター 
使用量（kWh) 247,303 197,532 

▲20.1％ 
CO2排出量(kg-CO2) 137,253 109,630 

さやま荘 
使用量（kWh) 137,925 103,620 

▲24.9％ 
CO2排出量(kg-CO2) 76,549 57,510 

さつき荘 
使用量（kWh) 30,295 23,213 

▲23.4％ 
CO2排出量(kg-CO2) 16,814 12,884 

文化会館 
使用量（kWh) 1,089,507 1,134,036 

4.1％ 
CO2排出量(kg-CO2) 604,677 629,389 

学校給食センター 
使用量（kWh) 153,234 136,035 

▲11.2％ 
CO2排出量(kg-CO2) 85,045 75,499 

総合体育館 
使用量（kWh) 256,937 234,037 

▲8.9％ 
CO2排出量(kg-CO2) 142,599 129,890 

池尻体育館 
使用量（kWh) 92,320 82,425 

▲10.7％ 
CO2排出量(kg-CO2) 51,239 45,745 

ふれあいスポーツ広場 
使用量（kWh) 36,546 30,391 

▲16.8％ 
CO2排出量(kg-CO2) 20,284 16,867 

公民館・図書館 
使用量（kWh) 297,967 219,365 

▲26.4％ 
CO2排出量(kg-CO2) 165,371 121,747 

幼稚園 
使用量（kWh) 62,754 55,363 

▲11.8％ 
CO2排出量(kg-CO2) 34,828 30,725 

こども園 
使用量（kWh) 89,669 87,893 

▲2.0％ 
CO2排出量(kg-CO2) 49,766 48,781 

小学校 
使用量（kWh) 741,594 765,878 

3.3％ 
CO2排出量(kg-CO2) 411,582 425,064 

中学校 
使用量（kWh) 436,832 548,220 

25.5％ 
CO2排出量(kg-CO2) 242,444 304,264 

子育て支援センター 
使用量（kWh) 21,791 19,788 

▲9.2％ 
CO2排出量(kg-CO2) 12,096 10,982 

合計 
使用量（kWh) 4,650,954 4,522,353 

▲2.8％ 
CO2排出量(kg-CO2) 2,581,283 2,509,908 

 

②ＬＰＧ（プロパンガス）使用量 94.0％削減 評価（〇） 

施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

本庁舎・消防本部 
使用量（kg) 3,920 139 

▲96.5% 
CO2排出量(kg-CO2) 11,765 417 

池尻体育館 
使用量（kg) 39 37 

▲5.1 
CO2排出量(kg-CO2) 117 111 

小学校 
使用量（kg) 23 29 

26.1% 
CO2排出量(kg-CO2) 69 87 

中学校 
使用量（kg) 74 37 

▲50.0% 
CO2排出量(kg-CO2) 222 111 

合計 
使用量（kg) 4,056 242 

▲94.0% 
CO2排出量(kg-CO2) 12,173 726 
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③灯油使用量 31.2％削減 評価（〇） 
施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

総合体育館 
使用量（リットル） 3,500 3,355 

▲4.2% 
CO2排出量(kg-CO2) 8,720 8,354 

幼稚園 
使用量（リットル） 3,159 1,927 

▲39.0% 
CO2排出量(kg-CO2) 7,866 4,798 

小学校 
使用量（リットル） 6,853 9,669 

41.1% 
CO2排出量(kg-CO2) 17,063 24,076 

中学校 
使用量（リットル） 11,720 2,422 

▲79.3% 
CO2排出量(kg-CO2) 29,183 6,031 

合計 
使用量（リットル） 25,232 17,373 

▲31.2% 
CO2排出量(kg-CO2) 62,832 43,259 

 

④都市ガス使用量 13.7％削減 評価（〇） 
施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

保健センター 
使用量（立方メートル) 278 154 

▲44.6% 
CO2排出量(kg-CO2) 556 308 

コミュニティセンター 
使用量（立方メートル) 212 205 

▲3.3% 
CO2排出量(kg-CO2) 424 410 

さやま荘 
使用量（立方メートル) 36,792 24,335 

▲33.9% 
CO2排出量(kg-CO2) 73,909 48,883 

さつき荘 
使用量（立方メートル) 244 351 

43.9% 
CO2排出量(kg-CO2) 488 702 

文化会館 
使用量（立方メートル) 58,835 54,091 

▲8.1％ 
CO2排出量(kg-CO2) 118,189 108,659 

学校給食センター 
使用量（立方メートル) 115,583 94,002 

▲18.7％ 
CO2排出量(kg-CO2) 232,185 188,833 

ふれあいスポーツ広場 
使用量（立方メートル) 20 19 

▲5.0% 
CO2排出量(kg-CO2) 40 38 

公民館・図書館 
使用量（立方メートル) 33,850 38,150 

12.7％ 
CO2排出量(kg-CO2) 67,999 76,636 

幼稚園 
使用量（立方メートル) 287 211 

▲26.5% 
CO2排出量(kg-CO2) 574 422 

こども園 
使用量（立方メートル) 8,725 8,373 

▲4.0% 
CO2排出量(kg-CO2) 17,528 16,820 

小学校 
使用量（立方メートル) 788 722 

▲8.4% 
CO2排出量(kg-CO2) 1,582 1,449 

中学校 
使用量（立方メートル) 129 78 

▲39.5% 
CO2排出量(kg-CO2) 258 156 

合計 
使用量（立方メートル) 255,743 220,691 

▲13.7％ 
CO2排出量(kg-CO2) 513,732 443,316 
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⑤ガソリン使用量 1.8/％削減 評価（△） 
施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

本庁舎・消防本部 
使用量（リットル) 26,185 25,328 

▲3.3% 
CO2排出量(kg-CO2) 60,793 58,803 

保健センター 
使用量（リットル) 1,716 1,251 

▲27.1% 
CO2排出量(kg-CO2) 3,984 2,904 

コミュニティセンター 
使用量（リットル) 21 42 

100.0% 
CO2排出量(kg-CO2) 49 98 

さつき荘 
使用量（リットル) 2,791 3,400 

21.9% 
CO2排出量(kg-CO2) 6,477 7,895 

学校給食センター 
使用量（リットル) 339 487 

43.5% 
CO2排出量(kg-CO2) 787 1,129 

こども園 
使用量（リットル) 58 25 

▲58.0% 
CO2排出量(kg-CO2) 138 58 

子育て支援センター 
使用量（リットル) 144 154 

6.9% 
CO2排出量(kg-CO2) 335 358 

合計 
使用量（リットル) 31,254 30,687 

▲1.8% 
CO2排出量(kg-CO2) 72,563 71,245 

 

⑥軽油使用量 5.6％増加 評価（×） 
施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

本庁舎・消防本部 
使用量（リットル） 15,987 16,885 

5.6% 
CO2排出量(kg-CO2) 41,955 44,312 

合計 
使用量（リットル） 15,987 16,885 

5.6% 
CO2排出量(kg-CO2) 41,955 44,312 

 

⑦CNG（圧縮天然ガス）使用量 67.2％削減 評価（◎） 
施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

本庁舎・消防本部 
使用量（㎥) 2,443 802 

▲67.2% 
CO2排出量(kg-CO2) 5,594 1,837 

合計 
使用量（㎥) 2,443 802 

▲67.2% 
CO2排出量(kg-CO2) 5,594 1,837 

 

⑧水道使用量 14.2％削減 評価（〇） 
施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

本庁舎・消防本部 

使用量（立方メートル） 

6,939 4,944 ▲28.8% 

保健センター 612 502 ▲18.0% 

コミュニティセンター 1,277 1,158 ▲9.3% 

さやま荘 8,034 7,370 ▲8.3% 

さつき荘 661 756 14.4% 

文化会館 6,951 6,955 0.1% 

学校給食センター 19,758 17,409 ▲11.9% 

総合体育館 1,791 2,678 49.5% 

池尻体育館 388 379 ▲2.3% 

ふれあいスポーツ広場 399 268 ▲32.8% 

公民館・図書館 3,521 1,837 ▲47.8% 

幼稚園 4,827 4,154 ▲13.9% 

こども園 5,004 4,896 ▲2.2% 

小学校 32,768 29,693 ▲9.4% 

中学校 15,431 9,892 ▲35.9% 

子育て支援センター 212 220 3.8% 

合計 108,573 93,111 ▲14.2% 
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⑨廃棄物排出量 26.4％削減 評価（〇） 
施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

本庁舎・消防本部 

使用量（リットル） 

64,246 55,778 ▲13.2% 

保健センター 14,760 11,695 ▲20.8% 

コミュニティセンター 9,900 5,400 ▲45.5% 

さやま荘 12,600 6,465 ▲48.7% 

さつき荘 20,175 10,728 ▲46.8% 

文化会館 89,280 67,060 ▲24.9% 

学校給食センター 385,020 274,595 ▲28.7% 

総合体育館 93,600 59,670 ▲36.3% 

池尻体育館 2,475 2,805 13.3% 

ふれあいスポーツ広場 1,820 2,160 18.7% 

公民館・図書館 91,415 66,100 ▲27.7% 

幼稚園 43,582 47,770 9.6% 

こども園 38,320 37,234 ▲2.8% 

小学校 452,400 386,645 ▲14.5% 

中学校 198,360 81,960 ▲58.7% 

子育て支援センター 6,480 5,961 ▲8.0% 

合計 1,524,433 1,122,026 ▲26.4% 

 

⑩印刷用紙使用量 0.2％増加 評価（△） 
施設名 項目 平成 21年度（基準年度） 平成 25年度 削減率 

本庁舎・消防本部 

使用量（枚） 

（Ａ４換算） 

3,016,500 3,002,600 ▲0.5％ 

保健センター 115,572 109,962 ▲4.9% 

さやま荘 2,500 4,127 65.1% 

文化会館 210,000 175,100 ▲16.6% 

総合体育館 48,000 34,700 ▲27.7% 

池尻体育館 1,200 900 ▲25.0% 

ふれあいスポーツ広場 600 895 49.2% 

公民館・図書館 156,000 148,000 ▲5.1% 

幼稚園 96,000 70,681 ▲26.4% 

こども園 66,000 52,686 ▲20.2% 

小学校 2,410,800 2,315,850 ▲3.9% 

中学校 1,620,480 1,840,196 13.6% 

合計 7,743,652 7,755,697 0.2% 

 

 

○グリーン購入の取組状況 

 

分 野 実績額(千円) 調達率 

紙類 5,577 

91.3% 

文具類 4,061 

機器類（オフィス家具等） 21,458 

ＯＡ機器 5,195 

照明器具等 865 

制服・作業服 1,206 

その他の物品 5,374 

 

 本市では、全庁的にグリーン購入を

展開するために、グリーン購入基本方

針を策定し、環境負荷の少ない物品を

優先的に率先して調達を行っていま

す。平成 25年度は左表のとおりグリー

ン購入基準を満たした物品の調達を行

いました。 
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○公共工事に伴う環境負荷の状況 

 

 単 位 実 績 値 

再生資源の利用量 ｔ 7,739 

再生資材利用率（件数ベース） ％ 99.0 

建設発生土排出量 ㎥ 1,881 

建設発生土有効利用率 ％ 91.4 

アスファルト塊排出量 ｔ 3,197 

アスファルト塊再資源化率 ％ 36.4 

コンクリート塊排出量 ｔ 811 

コンクリート塊再資源化率 ％ 88.1 

 

○内部環境監査の実施 

 

  平成 25年度の環境目標の達成状況や環境への取組みの自己チェック等の項目について、内部

環境監査を実施しました。 

 

【概要】 

各グループから提出された「環境活動計画書」や「環境への取組みの自己チェックリスト」を

中心に、９人の内部環境監査員が３チームに分かれ、各グループの取組状況についてチェック等

を行いました。 

 

【全体評価】 

  今回の内部環境監査は、昨年度に引き続き、環境負荷の軽減に関する自己チェックリストや施

策の取組みに関する項目のほか、グリーン購入の実績、節電対策などについて監査を実施しまし

た。 

監査は、各グループの考え方や取組方法をヒアリング形式で実施し、未達成又は取組みが不十

分な項目などの指摘を行いました。 

 この結果、是正措置（要求）をすべきものはありませんでしたが、各グループの環境への取組

みに対する情報の共有化や、要求事項に至らない指摘事項の改善など、自律的な取組みの推進を

図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共工事に使用する建設資材

は、できる限り再生資材を利用

するとともに、発生する建設廃

棄物についても、積極的に場内

利用に努めます。また、搬出す

る廃棄物については、各法令に

基づき適正な処理を行っていま

す。 
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７．教育・訓練の実施  

 
新入職員向けエコアクション２１説明会 

 エコアクション２１環境マネジメントシステムの運用開始以降、多くの新規採用職員が入庁して

いることから、組織力のさらなる底上げをめざし、新入職員を対象にエコアクション２１説明会を

開催しました。 

 実施日 平成 25年 10月 29日 

 場 所 市役所第一会議室 

 参加者 39名 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコドライブ講習会 

 自動車からの排出ガスの削減のほか、燃費向上による経費削減や事故の防止など、環境面、経済

面、安全面での効果を一層高めるため、実際に車を使ったエコドライブ講習会を開催しました。 

 講習後の効果（燃費）測定の結果、交通状況等によって効果の度合いに若干の差異がありますが、

すべての受講者に燃費の向上がみられ、エコドライブの効果が現れました。 

実施日 平成 26年１月 16日 

場 所 大阪サヤマ自動車学院 

参加者 ３名 
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８．環境関連法規の遵守と訴訟の有無 

 環境関連法規の遵守評価の結果、法規の違反はなく、遵守されていることを確認しました。 

また、環境関連の訴訟等もありませんでした。 

法令等 実施事項 関係部署 評価 

環境基本法 

大阪府環境基本条例 
・公害を防止し、または自然環境を適正に保全するように必要な措

置を講じる 

・廃棄物の適正な処理が図られるよう必要な措置を講じる 

・環境への負荷の低減に努める 

生活環境グループ 

全      庁 

○ 

地球温暖化対策の推

進に関する法律 

大阪府温暖化の防止

等に関する条例 

 

・温室効果ガス抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定、実

施するように努める 

・市の事業に関し、温室効果ガスの削減等に関する計画を策定する 

・事業者または、市民へ温室効果ガスの排出抑制時に関する情報の

提供に努める 

企画グループ 

全    庁 

○ 

環境情報の提供の促

進等による特定事業

者等の環境に配慮し

た事業活動の促進に

関する法律 

・環境に配慮した事業活動の促進と環境への配慮等の状況を公表す

る 

 

 

 

企画グループ 

生活環境グループ 

 

 

○ 

 

 

 

環境教育等による環

境保全の取組の促進

に関する法律 

・市民・職員に対する環境保全の意欲の増進環境教育に努める 企画グループ 

生活環境グループ 

○ 

建築物における衛生

的環境の確保に関す

る法律 

 

・建築物環境衛生管理基準に従い、空気環境の調整、給水及び排水

の管理、清掃、ねずみ昆虫等の防除、その他環境衛生上、良好な

状態を維持するのに必要な措置に努める 

施設所管グループ 

 

○ 

 

廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 

・一般廃棄の処理基準、条例基準、条例に基づき、廃棄物に関する

施策を実施する 

健康推進グループ 

生活環境グループ 

消防本部救急グループ 

○ 

ポリ塩化ビフェニル

廃棄物の適正な処理

の推進に関する特別

措置法 

・ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物を適正に管理、処理する 施設所管グループ ○ 

循環型社会形成推進

基本法  

大阪府循環型社会形

成推進条例 

・廃棄物の抑制、再生品の利用等、循環型社会形成推進のための施

策を実施する 

全   庁 ○ 

容器包装に係る分別

収集及び再商品化の

促進等に関する法律 

・容器包装の使用と排出の抑制、分別収集、及び分別収集基準適合

物の再商品化に努める 

生活環境グループ ○ 

国等による環境物品

等の調達の推進等に

関する法律（グリーン

購入法） 

・グリーン購入法適合商品の購入や環境に配慮した物品の購入に努

める 

 

全   庁 ○ 

消防法 ・防火管理者の選任と、消防計画に基づき、消防・避難訓練を実施

する 

・消防設備の定期点検に努める 

・非常用発電設備の定期点検に努める 

・危険物の点検適正管理と緊急時の適切な対処 

施設所管グループ ○ 

大阪府生活環境の保

全等に関する条例 
・生活環境の保全等に関して、大阪府の施策と連携して、地域の特

性に応じた施策を策定し実施する 

全   庁 ○ 



29 
 

法令等 実施事項 関係部署 評価 

使用済自動車の再資

源化に関する法律（自

動車リサイクル法） 

・市内事業所、市民に対する啓発の実施 

・公用車の廃止にあたり適正に処理する 

公用車所管グループ ○ 

騒音規制法  ・特定施設の設置届、変更届（第６条、第８条） 

・敷地境界線上における騒音規制基準 50ｄｂ以下を遵守する 

生活環境グループ 

施設所管グループ 

○ 

振動規制法 ・特定施設の設置届、変更届（第６条、第８条） 

・敷地境界線上における振動規制基準 60ｄｂ以下を遵守する 

生活環境グループ 

施設所管グループ 

○ 

水質汚濁防止法 ・貯油施設の事故時における適切な措置を講じる 

・当該措置の概要を大阪府知事に届け出る 

生活環境グループ 

消防本部総務グループ 

○ 

下水道法 ・下水道の排水区域内における施設の下水道管への接続を行う 施設所管グループ ○ 

フロン類の使用の合

理化及び管理の適正

化に関する法律 

・特定製品（業務用エアコン・冷蔵庫等）の廃棄時において、適正

に処理する 

 

施設所管グループ ○ 

特定家庭用機器再商

品化法（家電リサイク

ル法） 

・市民に対する啓発を実施する 

・庁舎内からの対象廃棄物（エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機を

適正に処理する 

生活環境グループ 
全   庁 

○ 

建設工事に係る資材

の再資源化等に関す

る法律（建設リサイク

ル法） 

・建設資材の再資源化等を促進するため、公共工事の発注時に「再

生資源利用計画書」、「再生資源利用実施書」を必ず提出しても

らう 

全   庁 ○ 

エネルギーの使用の

合理化等に関する法

律 

・エネルギー使用量の把握及び公表を行い、定期報告書を提出する 

・エネルギーの使用合理化に向けた中長期計画書を策定し、提出す

る 

全   庁 

（教育委員会を

除く） 

○ 
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9．環境に配慮したその他の取組み 

 

環境対策関連事業（市役所庁舎耐震補強等事業） 

 市役所庁舎の大規模改修にあわせて、庁舎屋上に太陽光発電システムを設置するとともに、庁舎

照明のＬＥＤ化や電気自動車の急速充電ステーションの設置を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅用太陽光発電システム設置費補助金 

 低炭素社会の実現をめざすため本市が策定した「大阪狭山市地球温暖化対策ガイドライン」に基

づき、本市の再生可能エネルギー資源の利活用の促進を図るため、住宅用太陽光発電システムを設

置することで省エネや節電に取り組み、設置モニターとして市の環境施策に積極的にご協力いただ

ける市民の皆さんに、予算の範囲内で設置費の一部を補助しました。 

 

補助件数 59件 

補助金額 4,932,000円 

受給最大電力合計 236.0kＷ 

 

 

 

緑のカーテンの取組み 

 環境にやさしい取組みのひとつとして注目され

ている「緑のカーテン」を、募集した市民モニタ

ーに実践していただき、その効果を検証しました。

育成後のアンケートでは、節電につながったご家

庭もありましたが、平成 25 年度が前年度と比べ

平均気温が高かったことも影響し、平均の電力使

用量は若干増加しました。 
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緑のフォトカーテンコンテスト 

自宅で育てた緑のカーテンを写真に収め、応募いただきました。 

募集期間：平成 25年 7月 22日～8月 30日 

応募総数：44件（入選作品 10点 入選者には賞状と記念品を贈呈） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコ川柳コンテスト 

環境の大切さを再認識していただくきっかけづくりとして、エコ川柳コンテストを実施しました。 

募集期間：平成 25年 7月 22日～8月 30日 

応募総数：156件（入選作品 10点 入選者には賞状と記念品を贈呈） 

屋根よりも 稼ぎが悪いと いびられる 

               ペンネーム：ゆうこひらた 

エコ兼ねて 熱さピーク時 スーパーへ 

              ペンネーム：さやりん 

祖母の帯 孫の着物で 返り咲き 

               ペンネーム：橘 孔雀 

オンとオフ めりはりつけて エコライフ 

              ペンネーム：たかさま 

父のギャグ 千年猛暑に 水を撒く 

               ペンネーム：ひろ P 

リビングで クールシェアする 嫁姑 

              ペンネーム：中年やまめ 

たのもしや タンクに雨の 貯まる音 

               ペンネーム：ぴい 

番組表 決めてテレビを オンとオフ 

              ペンネーム：マーチャン・ジージー 

節電の 為にしょっちゅう 里帰り 

               ペンネーム：エダサン 

クーラーを 入れる俺の手 叩く妻 

              ペンネーム：せんべい 

 

うちエコ診断 

大阪府地球温暖化防止活動推進センターの協力により、

「うちエコ診断」を実施しました。「うちエコ診断」では、

専門家であるうちエコ診断員が、専用のソフトを用いて、

家庭における CＯ2を見える化し、各家庭のライフスタイル

に応じた CＯ2削減対策を提案いただきました。 

開催日：平成 25年 10月 16日  受診者 3名 
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省エネ・節電の取組み 

 平成 25年 5月 1日から 10月 31日まで、夏

の省エネの取組みとして、冷房の設定温度を  

２８℃にし、クールビズスタイルで執務を行いま

した。また、平成 25 年 11 月 29 日から翌年 3

月 31日までの期間で、暖房の設定温度を１９℃

にし、冬の省エネの取組みを行いました。 

 

 

 

エコフェスタおおさかさやま 

地球温暖化問題を市民の皆さんと共に学び、考えるための啓発事業として、大阪狭山市産業まつ

りにて「エコフェスタおおさかさやま」を開催しました。 

開催日 平成 25年 11月 16日 

 

●エコドライブシミュレーター体験コーナー  

  シミュレーターを使って、エコドライブを体

験していただきました。 

 ●エコバッグの作成             

  カラフルな布ペンを使って、自分だけのオリ

ジナルエコバックを作成していただきました。 

 ●緑のカーテンフォトコンテスト及びエコ川柳コンテストの結果展示 

   

環境リサイクルフェア 

地球環境を守るため、環境への負荷の少ない循環型社

会の形成をめざして、ごみの減量化・資源リサイクルの

推進など、市民の環境意識の高揚を図ることを目的に市

民団体や事業者とともに環境・リサイクルフェアを開催

しました。 

開催日 平成 25年 11月 16日 

 

 ●環境・リサイクルコーナー             

  リサイクルの工程を解り易く説明したパネルやリサイクル品の展示、環境クイズに回答いただ

いた方への啓発品の配布などを行い、リサイクルへの関心を高める啓発を行いました。 

 ●廃油からの石けんコーナー・牛乳パック回収コーナー 

  家庭から出る廃油のリサイクル品として石けんを配布しました。牛乳パックを持参された方に

は、牛乳パックのリサイクルティッシュと交換しました。 

 ●関西電力・エコロジーコーナー           

  アンケートに答えて苗木がもらえるコーナーなどで、節電への協力を呼びかけました。 
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10．対象施設の拡大 

 平成 21年 3月に市役所本庁舎、消防本部庁舎をエコアクション 21の対象施設として認証を

受けて以降、順次、対象施設の拡大に取り組んでいます。 

 

対象としている組織 

・市役所本庁舎・消防本部庁舎（平成 21年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健センター（平成 22年 3月）：健康推進グループ 

・コミュニティセンター（平成 24年 3月）：市民窓口グループ 

・さやま荘（平成 24年 3月）：高齢介護グループ 

・さつき荘（平成 24年 3月）：福祉グループ 

・文化会館（平成 25年 3月）：市民協働・生涯学習推進グループ 

・学校給食センター（平成 25年 3月）：学校給食グループ 

・総合体育館（平成 25年 3月）：社会教育・スポーツ振興グループ 

・池尻体育館（平成 25年 3月）：社会教育・スポーツ振興グループ 

・ふれあいスポーツ広場（平成 25年 3月）：社会教育・スポーツ振興グループ 

・公民館・図書館（平成 25年 3月）：社会教育・スポーツ振興グループ 

・幼稚園（5園）（平成 26年 3月）：こども育成室 

・こども園（第二保育所、南第三幼稚園）（平成 26年 3月）：こども育成室 

・小学校（7校）（平成 26年 3月）：教育総務グループ 

・中学校（3校）（平成 26年 3月）：教育総務グループ 

 

拡大予定施設 

施設名 施設所管組織 拡大予定時期 

子育て支援センター  こども育成室 平成 26年度 

社会教育センター  社会教育・スポーツ振興グループ 平成 27年度 

 

 

 

 

 

秘書グループ  

 

 

 

 

企画グループ 人事グループ 市民協働・生涯学習推進グループ 

危機管理グループ 庶務グループ 人権広報グループ 情報統計グループ 

財政グループ 福祉グループ 生活援護グループ 高齢介護グループ 

都市計画グループ 下水道グループ 土木グループ 公園緑地グループ 

市民窓口グループ 保険年金グループ 税務グループ 生活環境グループ 

農政商工グループ 出納室 総合行政委員会事務局 議会事務局 

教育総務グループ 学校教育グループ 社会教育・スポーツ振興グループ 歴史文化グループ 

こども育成室 消防本部総務グループ 消防本部予防グループ 消防本部救急グループ 

消防署警防グループ 水道局総務グループ 水道局施設グループ （平成 25年 4月 1日現在） 
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11．代表者による全体の評価  

 

 本市では、平成20年8月からエコアクション２１環境マネジメントシステムの運用を開始し、

平成 21年 3月に市役所本庁舎・消防本部庁舎を認証取得・登録して以降、保健センターやコミ

ュニティセンター、文化会館、総合体育館など、年々登録施設の拡大を図ってきました。昨年度

には、府内では初となる小学校、中学校、幼稚園、こども園の追加認証取得を行うなど、全市を

あげて取組みを進めているところです。 

 平成 25年度の環境目標に対する達成状況は、文化会館での施設稼働率の上昇や学習環境の向

上をめざし導入した小・中学校でのエアコン使用などが影響し、全体の電気の削減目標が未達成

となったほか、自動車燃料や印刷用紙の使用量についても、全体目標達成に至りませんでした。

しかしながら、本庁舎・消防本部庁舎では、長年懸案項目であったガソリン使用量を大幅に削減

することができたほか、年々増加傾向にあった印刷用紙の使用量についても減少に転じるなど、

よい兆しも現れてきていることから、一定評価できる結果といえます。 

 さて、本市では、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、平成 21年度を基準年

度とし、平成 22年度から平成 26年度までを取組期間と定めて、温室効果ガス排出量削減をは

じめとした環境への負荷低減に取り組んでいますが、今年度は、計画に掲げる最終年度となりま

す。5ヶ年計画の総仕上げの年となることからも、環境への負荷低減に向けた対策を一層推し進

め、職員が一丸となって最終目標の達成に向けて取り組んでください。 

 

        

 

     平成２６年（2014年）7月 28日  大阪狭山市長 
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