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第１節 計画推進の仕組み 

１ 協働による環境保全 

２ 環境配慮活動に対する支援 

３ 市の率先した環境配慮 

 

第２節 目標達成の仕組み 

１ 目標達成の手法 

２ 環境指標による点検・公表 

３ 計画の見直し 
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計画推進の仕組み 第１節 

 
 

計画を着実に推進し、めざしていく環境都市像「人と自然が共生するまち 循環都市い

わき」の実現を図るためには、市民、事業者及び市などあらゆる主体が適正な役割分担の

下、お互いに連携・協力しながら自主的かつ積極的に環境の保全に取り組んでいく必要が

あります。 

市では、計画の実効性を高めるため、「協働」、「支援」、「率先」の観点から、各主体が自

主的かつ積極的に活動していくための体制整備（仕組みづくり）を進めていきます。  

環境教育等行動計画 

 
（いわき市の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の 

意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画） 
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  協働による環境保全 

 各主体との協働 

 各主体間の連携 

 関係機関との連携 

  環境配慮活動に対する支援 

 環境情報の収集及び提供 

 環境教育・環境学習の推進 

 環境に配慮した市民活動の促進 

 環境に配慮した事業活動の促進 

  市の率先した環境配慮 

 環境配慮行動の推進 

 公共施設の整備・管理運営などにおける環境配慮 

 職員の環境配慮意識の向上 

 庁内の体制整備 

いわき市地球温暖化対策実行計画―事務事業編― 

（第５次循環型オフィスづくり行動計画） 
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１ 協働による環境保全  

現状と課題 

 

さまざまな環境問題の解決に向けては、市民、事業者及び市がそれぞれの役割に応じ、

主体的かつ積極的に行動していくことが重要ですが、お互いが協働することによって、よ

り効果的な対策を講じることが可能となることや、あるいは協働しなければ解決できない

問題もあります。 

本市においては、市民、事業者及び市民団体が身近な単位で結集し、市内各地の美化清

掃活動を一斉に行う「いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動※」が、昭和57年度以

降毎年欠かさず実施されています。総ぐるみ運動は、春と秋のわずかな期間で、毎年、延

べ3千団体強、30万人強が参加する他地域に誇るべき協働の仕組みとして根付いています。 

また、このほかにも、事業者による環境産業※への参入や環境保全に関する社会貢献活動、

民間団体によるリサイクル活動や森林整備、大学による環境人材の養成や地域住民に対す

る普及啓発など、さまざまな主体による環境保全活動が活発になってきており、協働によ

る取組みを進めていくための下地が形成されつつあると言えます。 

これらの各主体が、適正な役割分担のもと、お互いの得意分野で力を発揮し、また他の

主体にはできない役割を理解し、協働しながら環境保全に取り組んでいくことが重要です。 

市では、各主体との連携を密にし、地域における主体的な取組みを把握し、繋ぐことに

よって、それぞれの取組みの充実とより多くの市民の参加と協力を促し、自発的な環境保

全活動の輪をさらに広げる取組みを進めていきます。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

ISO14001※・エコアクション21※ 

認証取得事業所数 
75 85 件 
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施策の展開 

(1) 各主体との協働 

計画推進の方向性 担当課 

・事業者、市民団体及び教育機関などが実施する環境保全活動に対

しても積極的に参画・後援 
[環境企画課]など 

・啓発イベントなどの開催にあたっては、企画段階から事業者、市

民団体及び教育機関などとの連携を図るとともに、各主体の人材

や経験などを活用 

[環境企画課]など 

・市民団体や教育機関との連携を図り、環境教育・環境学習の担い

手を育成 

[環境企画課] 

[学校教育課]など 

・「いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動※」による地域の

美化活動を継続して実施 

[ごみ減量推進課]

など 

・クリンピー応援隊※や不法投棄監視員※と連携し、地域と一丸とな

ったまちの美化及び不法投棄の防止を図る 

[ごみ減量推進課] 

[廃棄物対策課] 

など 

・市民団体や学校などとの連携を図り、地域における動植物の生

育・生息状況の把握に努め、その内容を環境教育に活用 
[環境企画課] 

 

(2) 各主体間の連携 

計画推進の方向性 担当課 

・環境教育・環境学習に携わる指導者や人材育成を行う大学などと

の連携を深め、人材のネットワーク化を図り、市内で行われてい

る環境保全活動とのマッチングを図る 

[環境企画課] 

・篤志家と環境保全活動の担い手を繋ぐ仕組みとして「環境まちづ

くり推進基金※」を運用 
[環境企画課] 

 

(3) 関係機関との連携 

計画推進の方向性 担当課 

・大気汚染や水質汚濁など広域的な対応が必要な環境問題について

は、周辺市町村、県、国及びその他関係機関と連携して取り組む 
[環境企画課] 

・環境課題への対応、事業展開にあたっては、地球温暖化防止活動

推進センター※や鳥獣保護管理員※等、各分野における専門関係機

関・専門職との連携・活用を図る 

[全部局] 

  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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２ 環境配慮活動に対する支援  

現状と課題 

 

環境問題は、行政の取組みだけでは解決できません。市民、事業者及び民間団体などあ

らゆる主体の参加と協力が不可欠です。 

市民及び事業者は、市環境基本条例に定める「市民の責務」、「事業者の責務」にのっと

り、第３章各節に掲げる「市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針）」などに、

自主的かつ積極的に取り組むことが期待されます。 

国及び本市のアンケート調査結果によると、環境保全に最も重要な役割を担う主体を『国

民』と回答した人の割合が45.5％と最も多く（以下、『国』29.8％、『事業者』14.8％、『地

方公共団体』2.4％）、また、地球温暖化問題に対しては、72.6％もの人が『大切な問題で

あり、自分の生活様式を無駄のないものに変えていく必要がある』と回答しており、環境

保全に対する責任感と意欲の高さが伺われます。 

市では、環境情報の受発信強化や環境教育・環境学習の推進を図るなど、市民一人ひと

りや事業者の環境に対する関心と理解を深め、意欲を具体的な行動につなげるための支援

を行っていきます。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

こどもエコクラブ会員数(注） 847 2,700 人 

森林ボランティア活動等参加者数 626 1,000 人/年 

(注)最終年度における計画期間中の累計値  



第４章「推進」 

65 

施策の展開 

(1) 環境情報の収集及び提供 

計画推進の方向性 担当課 

・再生可能エネルギー※や省エネルギー、ごみの減量やリサイクル

及び自然保護など、さまざまな環境情報及びそれに対する市の取

組みについて、ホームページや広報物のほか、講座・講演会・見

学会・体験学習会などの機会を創出し、積極的かつ分かりやすい

情報の提供に努める 

[環境企画課] 

[ごみ減量推進課]

など 

・国・県の制度、事業者・市民団体の取組みなどの情報収集に努め、

環境活動及び環境情報のネットワーク化を図る 

[環境企画課] 

[ごみ減量推進課]

など 

・市環境基本計画等の進捗状況や環境測定の結果などを公表 
[環境企画課] 

[ごみ減量推進課] 

・環境の日（６月５日）または環境月間（６月）等に合わせ、環境

保全についての関心と理解を深め、環境保全活動を行う意欲を高

めるための普及啓発を実施 

[環境企画課] 

[ごみ減量推進課] 

[廃棄物対策課] 

 

(2) 環境教育・環境学習の推進 

計画推進の方向性 担当課 

・「こどもエコクラブ※」、「星空観察会※」、「せせらぎスクール※」の

普及を図り、体験型環境学習の機会を拡大 
[環境企画課] 

・「市役所出前講座事業※」により、さまざまな環境問題や市の取組

や対応などの情報を紹介 

また、「出前講座」のメニューは、意欲ある市民などの活動を支

援するため、要望に応じ、適宜、内容の充実化を図る 

[環境企画課] 

[ごみ減量推進課] 

[環境監視センター] 

[保健所生活衛生課] 

[除染対策課] 

など 

・教育機関との連携を強化し、子どもに対しても理解しやすい環境

教育・環境学習が積極的に展開されるよう努める 

[環境企画課] 

[学校教育課]など 

・「市リサイクルプラザクリンピーの家」をごみ減量やリサイクル

に関する環境教育・環境学習拠点として、また、「市フラワーセ

ンター」を自然環境や再生可能エネルギー※に関する環境教育・

環境学習拠点として、視察や社会科見学などの受入れや環境教

育・環境学習教材の充実を図る 

[環境企画課] 

[ごみ減量推進課] 

[農業振興課]など 

  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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(3) 環境に配慮した市民活動の促進 

計画推進の方向性 担当課 

・「環境まちづくり推進基金※」を活用し、市民団体などの主体的な

環境保全活動を支援 
[環境企画課]など 

・良好な環境資源の発掘・ＰＲ、NPO法人の活動基盤の整備及び環

境にやさしいまちづくりを担う人材育成などに対する支援 

[環境企画課] 

[市民協働課] 

・市民活動団体間の連携・交流促進を図る「市民活動ガイド」によ

る情報提供 
[市民協働課] 

・「環境ラベル※」を活用した環境にやさしい製品・サービスの選択

を促進する情報を提供 
[環境企画課]など 

 

(4) 環境に配慮した事業活動の促進 

計画推進の方向性 担当課 

・環境と経済の調和融合を図るため、環境産業※を育成・支援 [産業・港湾振興課] 

・「ＩＳＯ14001※」や「エコアクション21※」といった環境マネジメ

ントシステムの構築や「グリーン購入※」など環境にやさしい事

業活動を促進 

[環境企画課] 

・スマートグリッド※や次世代電池などの環境・エネルギー分野の

新技術の開発や導入などによる新たな産業の創出に向けた取組

みを支援 

[環境企画課] 

[産業・港湾振興課] 

・産学官民連携による、地域の風土に見合った循環型社会形成に向

けた取組みを支援 

[環境企画課] 

[産業・港湾振興課] 

 
 

事業 内容 

環境アドバイザー派遣 市民の自主的な環境学習講座などへの専門家の派遣 

市役所出前講座 市民の自主的な環境学習講座などへの市職員の派遣 

省エネアドバイザー派遣 市内事業者に対する省エネ診断などへの専門家の派遣 

緑のカーテンコンクール 家庭・事業者・学校における緑のカーテンの取組への表彰 

いわき子ども環境賞ｺﾝｸｰﾙ 小・中学生を対象とした環境保全に関する標語等の表彰 

リサイクルフェア 事業者との連携による環境展 

ｸﾘﾝﾋﾟｰの家親子体験DAY 親子で参加するリサイクル施設の見学及びﾘｻｲｸﾙ製品づくり 

街頭啓発 「環境月間」・「環境の日」における街頭啓発及び横断幕掲示 

イベント出展 市内で開催されるｲﾍﾞﾝﾄでの再ｴﾈﾙｷﾞｰやﾘｻｲｸﾙの普及啓発 

自然体験型環境教育 星空観察会、こどもエコクラブ、せせらぎスクールなど 

  

  

コラム     ＜環境保全意欲の増進に向けた市の主な取組み＞ 
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３ 市の率先した環境配慮  

現状と課題 

 

市は、他の主体の自主的かつ積極的な取組みを促していくため、自らが一事業者・一消

費者として率先した環境配慮に努めます。 

「環境に配慮する」ということは、「環境に配慮しない」場合に比べ、一般的にコストが

高くなる傾向にありますが、一時的な経済コストの比較だけでなく、長期的な視野に立っ

た環境保全効果、環境リスク及び経済コストを適切に評価するなど、環境価値の追求を優

先し、「新・市総合計画基本構想」に掲げる「将来世代に責任の持てるまちづくり」、「市環

境基本条例」に掲げる「健全で恵み豊かな環境の確保と将来世代への継承」を目指します。 

また、同条例では、「あらゆる活動において地球環境保全が図られるように積極的に行わ

れなければならない」とも規定しています。「人と自然が共生するまち 循環都市いわき」

の実現に向け、市のすべてのセクションが、“計画（立案）・実行・評価・改善”のあらゆ

る場面において、「環境優先」・「環境管理」の考え方に沿って、自らの施策や事務事業を主

体的に構築・展開していきます。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

市役所等における電気使用量 93,779 89,091 千kWh/年 

再生可能エネルギー率先導入件数 73 増加を目指す 件 

紙（コピー用紙）の使用量 230 219 ｔ/年 

市役所からのごみ排出量（注） 201 191 ｔ/年 

（注）市役所本庁舎及び東分庁舎からのごみ排出量（缶・びん・ペットボトル・プラスチック製容器包装

を含む）  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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施策の展開 

(1) 環境配慮行動の推進 

計画推進の方向性 担当課 

・電気・ガスなどのエネルギー及び事務用品等の使用量の削減、節

水、適正な室温管理、クールビズ※・ウォームビズ※及び緑のカー

テン※の実施などにより、エネルギー消費を抑制 

[環境企画課] 

[各施設所管課] 

・公用車のエコドライブ※、職員のノーマイカー通勤※を推進 
[管財課] 

[都市計画課] 

・物品調達において、グリーン購入※を推進 [環境企画課] 

・市有施設から排出される廃棄物について、排出量の継続的な把握

と徹底した３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）に努め、

庁内ゼロエミッションを継続 

[ごみ減量推進課]

など 

・電気や公用車の購入などに係る契約について、「国等における温

室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律

（環境配慮契約法）※」に基づき、価格に加え、温室効果ガス※な

どによる環境への負荷についても適切に評価する仕組みと可能

性について検討 

[総務課] 

[管財課] 

[契約課] 

[各施設所管課] 

 

(2) 公共施設の整備・管理運営などにおける環境配慮 

計画推進の方向性 担当課 

・公共施設の管理等における継続的なエネルギー使用量の把握と抑

制 

[環境企画課] 

[各施設所管課] 

・公共施設への再生可能エネルギー利用機器の導入は、費用対効果

などの検証も行うとともに、施設の改修等の機会を捉えながら推

進 

[環境企画課] 

[各施設所管課] 

・公共施設等の整備にあたっては、計画の立案段階から、再生可能

エネルギー※及び省エネルギーの設備や環境負荷の少ない工法・

資材の採用など、施設のライフサイクルアセスメント※の視点か

らの環境配慮に努める 

[営繕課] 

・公用車に低公害車※を導入 [管財課] 

・地域情報化の推進にあたっては、ＩＣＴ（情報通信技術）機器の

省エネ化に取り組む 
[情報政策課] 

・公共施設の緑化 [各施設所管課] 

・一般廃棄物※や行政から排出される廃棄物（汚泥や生ごみなど）

について、環境産業※を行う事業者などへの委託を検討 

[ごみ減量推進課] 

[各施設所管課] 
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(3) 職員の環境配慮意識の向上 

計画推進の方向性 担当課 

・電力使用や紙（コピー用紙）の使用、ごみの排出などに対する環

境配慮を庁内掲示などにより意識啓発 
[環境企画課] 

・再生可能エネルギー利用機器や省エネルギー設備の導入に関する

国・県等の支援策を情報提供 
[環境企画課]など 

 

(4) 庁内の体制整備 

計画推進の方向性 担当課 

・本計画の総合的かつ効果的な推進を図るため設置するいわき市環

境調整会議における本計画の進捗管理を実施 
[環境企画課] 

・環境保全施策の推進にあたっては、国や県の補助制度を積極的に

活用し財源の確保に努める 
[全部局] 

・他の行政計画の策定にあたっては、市環境調整会議（幹事会）を

活用しながら、市環境基本条例及び本計画の趣旨が十分に反映さ

れたものとなるよう、整合性を図る 

[全部局] 

・環境産業※の育成や農産物の鳥獣被害など、部局間にまたがる環

境課題に対しては、各関係部課等の連携を密に対応する 
[全部局] 

・市環境基本条例の理念に基づき、自然環境への影響や環境保全に

配慮して各施策を展開する 
[全部局] 

 

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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・市役所等からの温室効果ガス排出量 

・物品やサービスの購入（レンタル・リース含む）にあたっての取組み 

・物品やサービスの使用にあたっての取組み 

・建築物の建築及び維持管理にあたっての取組み 

・やむをえず廃棄する場合にあたっての取組み 

 

参考指標 平成26年度 平成32年度 単位 

市役所等から温室効果ガス排出量 121.8 115.8 千t-CO2/年 

 

 

 

・利用場所や利用形態に応じた適切な能力の機器を選択

リサイクル配慮機
器の選択

・コピー機やプリンターの購入に際しては、使用済みカート
リッジの再生利用システムがあり、両面印刷可能なものを
選択

・「公用車更新基準」に基づく更新
・

簡易包装の推奨 ・商品等の購入にあたっては、簡易包装された商品を選択

グリーン購入の推
進

・「環境物品等調達方針」に基づく、環境配慮製品調達の徹
底

使い捨て製品の購
入自粛

・紙皿、紙コップ、ペーパータオル等の購入自粛

・環境配慮物品の積極的導入
・詰め替え可能商品利用の励行
・マイボトル・マイカップ・マイ箸の励行
・再生資源等活用の励行

省エネ型機器等の
導入
省電力照明の採用

・「環境物品等調達方針」に適合したLED照明等の省エネ製品
を導入

区　　分 具体的な取組みの内容

物品やサービスの購入（レンタル・リース含む）にあたっての取組み

公用車 低公害車等の導入

原則として、「低公害車導入方針」及び「環境物品等調達
方針」に適合する車種を選択

必要最低限の購入 ・在庫管理を徹底し、事務用品・機器等を購入する際は、そ
の必要性を考慮し適切な量を購入する。

その他 再利用・再使用の
励行

用紙類・事務
用品等

電気製品

第４章第１節３ 市の率先した環境配慮 

 

いわき市地球温暖化対策実行計画―事務事業編―

＜関連事項・資料編＞ 

（第５次循環型オフィスづくり行動計画） 
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・照明点灯箇所の削減
・始業前及び昼休み消灯の徹底
・蛍光灯本数の削減
・時間外勤務の縮減
・定時退庁促進日の励行
・会議室、資料室、更衣室等の不要な照明消灯の徹底

・クールビズ(さわやか軽装デー)、ウォームビズの実施

・カーテン、ブラインド等の活用
・窓、出入り口の開放禁止の徹底
・こまめな電源オフの徹底
・予熱機能、節電･待機モードの活用徹底

・軽印刷機の利用
・階段使用の励行
・利用者の少ない時間帯等の使用基数制限
・低公害車等の優先的利用
・相乗りの励行

・アイドリングストップの徹底
・こまめな点検･整備の徹底
・公共交通機関、自転車利用、徒歩移動の励行
・電気、ガス、石油燃料等の使用量把握
・事業手法の見直し、効率化の徹底
・両面印刷･両面コピーの励行
・軽印刷機の利用
・不用なコピー、ミスコピーの防止
・洗面、食器洗いなどにおける水の流し放しの自粛など、日
常的な節水の励行

・節水コマなど節水機器の活用
・公用車洗車回数の見直し、バケツ利用など洗車方法見直し
・資料･事務手続きの簡素化の検討
・書類作成部数は最小限とするほか、両面印刷の徹底による
資料のスリム化

・要約版、概要版の活用
・電子メール、電子掲示板活用によるペーパーレス化の推進
・使用済み用紙の裏面をFAX用紙･メモ用紙等に活用
・使用済みポスター、カレンダー等の再利用の励行
・使用済みの封筒、付箋紙等再使用の励行
・紙製容器包装等の再使用の励行
・使い捨て製品の使用自粛
・事務機器や電気機器は、修理により長期間使用
・不要な備品等は、機関相互の所管換えを進め、有効活用を
徹底

区　　分 具体的な取組みの内容

備品等

用紙類 用紙類使用量の抑
制

用紙類廃棄の抑制

備品等廃棄の抑制

水資源 節水、水道水の適
正利用

公用車燃料の節減

・不用物の不積載、走行ルートの合理化、急発進･急加速しな
いなど、省エネ運転の徹底

電気及び燃料使用
量の把握・管理

コピー・印刷の適
正化

冷暖房温度の適温管理〔冷房28℃、暖房20℃（職員執務室
においては19℃）〕の徹底

電気機器の電力消
費節減

・不用なコピー及びミスコピーの防止によるコピー機使用の
抑制

エレベーター使用
の抑制

物品やサービスの使用にあたっての取組み

エネルギー（電
気・燃料）

照明機器の電力消
費節減

空調設備の電力・
燃料消費削減

・
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・照明、冷暖房効率を考慮した構造、配置の検討
・複層ガラス、熱反射ガラスの採用
・より環境負荷の低い燃焼設備の導入

・自然光に配慮した照明機器の配置
・

・水循環設備等、環境負荷の少ない設備の導入
・感知式洗浄弁、自動水栓導入の検討

・代替型枠の使用や型枠の反復使用などにより、熱帯材や温
帯･北方材の使用抑制に努めるとともに、国産材の使用を促
進

・施設の建築にあたっては、国産材の使用を促進

空調設備の配慮 ・契約時に、廃棄の際の冷媒回収まで含めた見積りの徹底

建設副産物等の発
生抑制

・建設副産物の発生抑制や適正処理の徹底に努めるととも
に、利用可能な建設副産物や下水汚泥等の再資源化を行な
い、再利用を促進

再生品等の利用促
進

・事業の実施にあたっては、再生品等環境負荷の少ない資材
を選択

・廃棄物等の排出量把握
・組成調査の実施
・再資源化に取り組む事業者等の活用
・施設等の整備にあたっては、敷地や建物等の緑化に配慮

・現場周辺の環境への配慮
・水漏れ点検の徹底
・使用量の把握･管理
・雨水利用、排水利用設備の維持管理適正化
・透水性舗装、浸透枡の設置
・エネルギー効率診断等実施の検討
・未利用エネルギー活用の検討

維持管理

設計・施工

再生品等の利用促
進

事業の実施にあたっては、再生品等環境負荷の少ない資材
を選択

・

区　　分

工事請負業者に対する、適切な運搬車両台数、運行時間、
走行ルートの事前検討及び排出対策型建設機械の導入を要
請

緑化等の推進
・公共工事の実施にあたっては、自然環境に与える影響を最
小限に抑制

建築物の建築及び維持管理にあたっての取組み

省エネルギーの推
進

太陽光等、自然エ
ネルギーの活用

・太陽光、バイオマス、コージェネレーションシステム等、
再生可能エネルギー・未利用エネルギーを活用した環境負
荷の少ない設備の導入検討

施設等の節水の推
進

建築物の規模、用途に応じて、雨水利用や排水
利用設備の導入を検討

設計監理・施工監
理における要請

・

水利用の合理化

雨水利用の促進

廃棄物等の減量

省エネルギー対策

具体的な取組みの内容

・使用済みコピー用紙、新聞紙、雑誌、紙製容器包装等古紙
類の分別を徹底

・缶、ペットボトル、ビン、容器包装プラスチック等、資源
化可能な不用物の分別を徹底

・ペーパーシュレッダーの使用抑制
・生ごみ処理機等の活用
・廃棄物等の排出量把握
・組成調査の実施
・再資源化に取り組む事業者等の活用

やむをえず廃棄する場合にあたっての取組み

具体的な取組みの内容区　　分
発生の抑制 リサイクルの徹底

減量・減容化等
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目標達成の仕組み 第２節 

計画の実効性を確保し、施策の継続的な改善を図っていくため、環境マネジメントシス

テムの考えを取り入れ、ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を行います。 

１ 目標達成の手法  

「市環境審議会」及び「市環境調整会議」の２つの組織を軸として、ＰＤＣＡサイクル

に基づく進行管理を行い、施策の継続的な改善を図ります。 

主に、市環境審議会がＣｈｅｃｋ機能を、市環境調整会議がＡｃｔｉｏｎ機能を担いま

す。 

 

 

２ 環境指標による点検・公表  

基本目標の達成に向けた施策の取組み状況や、施策を実施することによって生み出され

る成果を「環境指標」として、その点検・評価を実施します。環境指標は、明確な点検・

評価を行うため、できる限り定量的かつ継続的に把握できるデータを用います。 

また、透明性のある点検・評価を行うため、施策の取組み状況については、毎年、報告

書にとりまとめ、公表します。 

３ 計画の見直し  

計画期間（平成28年度～平成32年度）内であっても、環境の状況、社会経済情勢、科学

的技術の進歩及び科学的知見の集積、さらには、基本目標の達成度合いや環境指標の状況

などを踏まえ、必要に応じ、計画の見直しを図ります。  

ＰＤＣＡサイクル 

Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善・

見直し）の頭文字をとったもので、この手順の繰り返しによって、施策の継続的な改

善を図る手法。 



第４章「推進」 

74 

 

 

 

市環境審議会 

環境審議会は、環境基本法第 44条及び市環境基本条例第 23条に基づき設置され、

学識経験者や、市民、民間団体及び事業者の代表等で構成する組織で、計画の策定及

び見直しについて、市長の諮問に応じ、公正かつ専門的な立場から審議し、答申を行

うとともに、計画に基づく施策の進捗状況や目標の達成状況などに対し意見を述べる

など、環境の保全に関する基本的事項について調査審議を行います。 

PDCAサイクルによる進行管理上では、特に Check（点検・評価）機能を有します。 

市環境調整会議 

環境調整会議は、本会議設置要綱に基づき設置され、副市長（生活環境部担任）を

委員長、副市長（生活環境部担任以外）を副委員長とし、教育部長、消防長、水道局

長、総合磐城共立病院事務局長及び部等の長で構成する庁内組織で、計画に基づく施

策や事業の実施と推進方策のあり方、計画の進捗状況の把握と年次報告書の作成な

ど、市の環境政策に関する推進事項について全庁的な総合調整を行います。 

PDCA サイクルによる進行管理上では、特に Action（対策の検討・見直し）機能を

有します。 

 

市環境調整会議幹事会 

幹事会は、環境調整会議設置要綱に基づき、課等の長で構成され、生活環境部長を

議長とする庁内組織で、計画の推進に必要な具体的な事項についての庁内調整を行う

など、環境調整会議の所掌する事務全般に関する庁内の連絡調整機能等の充実を図り

ます。 

 

市環境調整会議研究会 

研究会は、環境調整会議設置要綱に基づき、委員長が指名する原則係長職以下の職

員で構成され、環境企画課長を議長とする庁内組織で、計画の推進に必要な具体的な

事項についての資料の収集や先進事例等の調査を行うなど、幹事会の所掌する事務に

ついて詳細な研究を行います。 
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○ 計画の進行体制及び進行管理のフロー 

 

ＰＬＡＮ 計 画   ＡＣＴＩＯＮ 見 直 し 

 

見直し結果の計画 

及び施策への反映 

 

 

 

点検・評価結果を踏まえた、方針

及び施策内容などの見直し・再検討 

（環境調整会議） 

    

ＤＯ 実 行   ＣＨＥＣＫ 点 検 

 

パートナーシップによる 

取組みの推進 

 

 

 

 

  

 

指標などを活用した、施策の進捗

状況及び目標の達成状況などの点

検・評価 

（環境審議会） 

 

（進行管理：環境企画課）  

年次報告書の作成・公表 
事業者 

市民 

民間団体 

市 
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大項目 中項目 № 環境指標
基準値
（H26）

目標値
（H32）

単位 備考

1 太陽光発電導入量 15,221 28,000 kW

2 木質バイオマス熱利用導入量 10,549 11,570 GJ

3 化石エネルギー消費削減量（原油換算時） 16,184 19,577 kl

4 家庭から排出される市民一人あたりの温室効果ガス排出量 1.77 1.75 t-CO2/年

5 自家用車利用に伴う温室効果ガス排出量 390.0 390.0 千t-CO2/年

6 一人当たりの都市公園面積 15.63 16.97 ㎡

7 造林事業実施面積 15,007.70 17,289.80 ha 累計値

8 一人一日当たりのごみ排出量 1,067 950 g/人・日

9 リサイクル率 18.7 24.0 ％

10 産業廃棄物排出量 3,371 3,367 千ｔ/年

11 産業廃棄物減量化・再生利用率 95 94 ％

12 クリンピー応援隊参加者数 5,440 5,600 人/年

13 不法投棄（通報）件数 488 410 件/年

14 中山間地域等直接支払交付対象面積 1,188 1,199 ha/年

15 エコファーマー認定者数 646 1,100 人/年

16 緑地協定面積 197.28 239.76 ha

17 保存樹林面積 6.04 6.00 ha

18 野生動植物等調査種類数 0 25 種 累計値

19 イノシシの推定生息数 10,290 1,092 頭

20 海水浴場水質判定基準 100.0 100.0 ％

21 環境アドバイザー派遣事業の受講者数 8,687 20,000 人 累計値

22 自然体験型イベントの開催数 22 30 回/年

23 大気環境基準達成率 89.7 100.0 ％

24 地下水環境基準達成率 100.0 100.0 ％

25 水質（河川）環境基準達成率 100.0 100.0 ％

26 水質（海域）環境基準達成率 100.0 100.0 ％

27 騒音（一般）環境基準達成率 100.0 100.0 ％

28 騒音（交通）環境基準達成率 98.1 100.0 ％

29 ダイオキシン類環境基準達成率 100.0 100.0 ％

30 汚水処理人口普及率 83.0 94.0 ％

31 年間追加被ばく線量が１mSv以下となる地点の割合 98.2 100.0 ％

32 住宅除染進捗率 33.8 100.0 ％ 目標値はH28

協働による環境保全 33 ISO14001・エコアクション21認証取得事業所数 75 85 件

34 こどもエコクラブ会員数 847 2,700 人 累計値

35 森林ボランティア活動等参加者数 626 1,000 人/年

36 市役所等における電気使用量 93,779 89,091 千ｋWh/年

37 再生可能エネルギー率先導入件数 73 増加を目指す 件 累計値

38 紙（コピー用紙）の使用量 230 219 ｔ/年

39 市本庁舎・東分庁舎からのごみ排出量 201 191 t/年

1 市内全体からの温室効果ガス排出量 3,664.4 3,545.7 千t-CO2/年 基準値はH17

2 市役所等からの温室効果ガス排出量 121.8 115.8 千t-CO2/年

環　境　指　標　一　覧

低
炭
素
社
会
づ
く
り

再生可能エネルギー
利用の推進

省エネルギー
対策の推進

基準値はH17

環境負荷の少ない
都市空間の形成

累計値

〔参考指標〕

循
環
型
社
会
づ
く
り

発生抑制を
主眼とした
３Rの推進

発生した廃棄物
の適正処理

現状値はH25
目標値はH31

まちの美化と
不法投棄の防止

自
然
共
生
社
会
づ
く
り

生物多様性・
自然環境の保全

動植物の
保護及び管理

自然との
ふれあいの推進

大気・水等
の保全

原子力災害から
の環境回復

空間線量モニタリング
及び除染

推進

環境配慮活動
に対する支援

市の率先した
環境配慮


