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認証番号 0001466 

【柏崎市の環境 エコアクション 21編】 

 

エコアクション 21環境活動レポート 
（対象期間：平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

 

1 柏崎市のエコアクション 21による取り組み 

(1)エコアクション 21（以下、EA21）とは 

環境省が策定した環境経営システムの認証・登録制度で、組織の環境経営の環境保全ガイドラ

インを定めたものです。 

 

(2)柏崎市の取り組み 

柏崎市では、日常業務における環境負荷の低減を図るため、平成 10年から「環境にやさしい柏 

崎市率先行動計画」を進め、市役所自ら環境活動に取り組んできました。 

平成 18 年度からは外部審査を必要とする EA21 を取り入れており、本庁舎だけでなく保育園や

小中学校等関連施設が一体となって環境保全・政策に力を入れて取り組むこととし、平成 19 年 3

月に EA21 の認証・登録を受けました。その後認証を継続し、平成 29 年 4 月に 5 度目の認証更新

を受け、12年間取組を継続してきました。 

平成 31 年度からは EA21 の認証を終了し、職員の省エネ意識を継続しつつ、取組を推進してい

きます。 

 

(3)市内事業者に対する取り組み 

市内事業者の EA21 の認証取得を支援するため、EA21 地域事務局上越環境科学センターと共同

で、認証取得支援セミナーを実施しています。 

平成 29年度は希望する事業者がいなかったため、実施しませんでした。 

 

(4)対象範囲 

対象範囲は、正職員がいる所属及び施設を対象としています。指定管理者施設など、対象以外 

の所属及び施設のうち、大規模施設を担当している指定管理者等へは、今後も EA21等の取得を促

していくこととし、取得が難しい事業者については、本市の事業者向けの環境活動支援事業であ 

る「柏崎市 ECO2プロジェクト」への参加登録を推奨していくこととします。 
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2 柏崎市役所の事業概要 

(1)事業所名及び代表者氏名 柏崎市役所 市長 櫻井 雅浩 

(2)所在地 〒945－8511 新潟県柏崎市中央町 5番 50 号 

(3)関連事業所（平成 30 年 4月 1日現在） 

 クリーンセンター 高柳町事務所 西山町事務所 診療所(5) 

元気館 保育園(16) 上下水道局 赤坂山浄水場 

自然環境浄化ｾﾝﾀｰ 消防本部・分遣所(4) 教育センター 市民プラザ 

図書館 博物館 埋蔵文化財事務所 小中学校(32) 

(4)総括環境管理者及び事務局 

 総括環境管理責任者 副市長 西巻 康之 

事務局 市民生活部環境課 環境政策係 

連絡先 

柏崎市松波四丁目 13番 13号（クリーンセンターかしわざき内） 

TEL：0257-23-5170 

E-mail：kankyo@city.kashiwazaki.lg.jp 

(5)事業内容 

住民票の発行や市税の徴収などの一般行政事務、保育、教育、

消防、ごみ処理及び上下水道処理など、市民の日常生活に密接

に関係する様々な行政サービスの提供。 

(6)事業規模 
予算額 平成 29年度当初：907億 7025万 7千円 

職員数 2,257名（平成 30年 4月・教職員・非常勤職員含む） 

(7)事業年度  4月～3月 

(8)推進組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活動組織】 

一般職員（各職員、小中学校教職員等） 

推進員（係長級職員以上、教頭等） 

推進責任者(課長級職員、学校長等) 

環境管理責任者（部長級職員） 

事務局 

（環境課） 

代表者（市長） 

内部環境監査 

チーム 

総括環境管理責任者

（副市長） 

【管理組織】 
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3 環境方針 

環 境 方 針 

【基本理念】 

 柏崎市は、美しい海と山々に恵まれた自然豊かなまちです。私たちはこの豊かな自然から多

くの恩恵を受け、数多くの産業や文化を生み、育んできました。 

このかけがえのない柏崎の自然環境を将来世代に引き継いでいくことは、私たちに課せられ

た重要な責務です。 

地球温暖化を始めとした地球規模での環境問題が一層深刻化する中、まずはこの柏崎地域に

おける取り組みから着実に進めて行くことが重要であると考え、市自らが率先して環境への負

荷低減に努めてまいりました。 

今後もこの環境方針の元、環境経営システムを中心とした環境への負荷を低減するための活

動を継続的に実施しながら、低炭素社会、循環型社会の構築に向けて、市民、事業者、行政が

一体となって「力強く 心地よいまち」の実現を目指してまいります。 

 

【基本方針】 

１ 温暖化対策に取り組みます 

  再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの設備導入を進め、二酸化炭素排出量の削減

に努めます。 

２ 環境に配慮した事務事業を推進します 

  環境経営システムを軸に、業務全般における省エネルギーや省資源の取組を実践し、化

石燃料及び水の使用量の削減に取り組みます。また、グリーン購入を推進し環境負荷の低

減に努めます。 

３ 廃棄物の排出量の削減に努めます 

３Ｒ（リデュース：ごみを減らす、リユース：繰り返し使う、リサイクル：資源に再生） 

を推進し、廃棄物の排出量削減に取り組みます。 

４ 環境教育を実施します 

職員に対して環境教育を実施し、環境保全意識の向上を図ります。 

５ 環境関連法令を遵守します 

環境関連法令等を遵守し、環境保全に努めます。 

 

   この環境方針は、全職員に周知し、広く一般に公開します。 

 

平成１８年 ４月 ７日 

改訂 平成１９年 ３月１３日 

改訂 平成２１年 ４月 １日 

改訂 平成２８年１２月 ６日 

                       

                   柏崎市長         

ＥＡ２１事務

局 

（環境政策

課） 
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4 環境目標と実績 

(1)目標 

①各所属 

年度（西暦） エネルギー使用量・廃棄物の排出量削減目標 

平成 30年度(2018) 前年度使用実績以下 

平成 29年度(2017) 前年度使用実績以下 

      ※削減目標は、平成 28年度まで「前年度実績-1％以上」としていましたが、EA21を長年継続してきた 
ことから、所属単位におけるこれ以上の節電、節水による削減が困難になってきたため、平成 29年度 
からは各所属の目標を「前年度使用実績以下」と改めています。 

 

②対象所属全体 

 ア：エネルギー使用量・廃棄物の排出量削減目標 

年度（西暦） 削減目標 

平成 30年度(2018) 前年度使用実績以下 

平成 29年度(2017) 前年度使用実績以下 

 イ：温室効果ガスの排出量削減目標 

基準年度：平成 25年度(2013) 

年度（西暦） 削減目標 

平成 33年度(2021) -12.4％ 

平成 32年度(2020) -9.92％ 

平成 31年度(2019) -7.44％ 

平成 30年度(2018) -4.96％ 

平成 29年度(2017) -2.48％ 

   参考：柏崎市地球温暖化対策実行計画事務事業編 温室効果ガス削減量 

※市役所全体の温室効果ガス削減目標は、柏崎市地球温暖化対策実行計画における削減目標に準じ、 

基準年度を平成 25年度、目標年度を平成 33年度とし、毎年度の削減目標目安を算出しています。 

 

(2)実績一覧（EA21対象施設のみ） 

項目 単位 
Ｈ25 

実績 

Ｈ28 

実績 

Ｈ29 Ｈ30 

目標※3 目標 実績※1 達成状況※2 

二酸化炭素排出量 t-CO2 10,176 9,572 9,924 
9,801 

(-1.3%) 
○ 9,671 

水道使用量 千㎥ 164 144 
144 以

下 

150 

(+4.0%) 
△ 150 以下 

廃棄物排出量① t 83 81 81 以下 
80 

(-1.3%) 
○ 80 以下 

資源物排出量② t 119 136 ― 126 ― ― 

リサイクル率 

②÷(①＋②) 
% 58.9 60.7 ― 61.1 ― ― 

 

(3)アウトプットとインプットの世帯換算 

※１（ ）内は、目標値に対する削減率 

※２達成状況欄の○は、実績が目標を達成したこと、△は達成できなかったことを表している 

※３H30年度の二酸化炭素排出量の目標は、H25年度実績－4.96％、水道、廃棄物は H29実績以下 
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事業活動におけるエネルギーおよび資源の使用量（インプット）と活動により発生した環境負

荷（アウトプット）を市内１世帯あたりの年間使用量に換算しました。 

使用量（インプット） 

種類 電 気※1 燃 料※2 水 道※3 再生可能エネルギー使用量※4 

使用量 13,653千 kwh 41,505千 MJ 150千㎥ 消化ガス発電:1,253千 kwh 

太陽光発電 :56千 kwh 

木質ペレット:0.4t 世帯換算 約 4,196 世帯 約 1,209 世帯 約 593世帯 

 

排出量（アウトプット） 

種類 二酸化炭素※5 廃棄物※6 

排出量 9,801t-CO2 80t 

世帯換算 約 1,960世帯 約 99世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)事業活動に伴う業務量 

環境課 上下水道局 

種類 量 種類 量 

ごみ(家庭系・事業系) 28,683t  上 水 道 販 売 量 11,737千㎥ 

し尿処理量 1,105.1kL 公共下水道使用量 7,389千㎥ 

汚泥処理量 2,530.9kL 農業集落排水使用量 1,728千㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市の人口を 84,671人、世帯数を 34,817世帯として算出（Ｈ30.3時点）。1世帯あたり約 2.4人 

※1電力:世帯の年間使用量は 3,254kWh（1世帯の毎月電気使用量を 271.2kWhとする。参考:電気事業連合会 HP） 

※2燃料:1世帯の年間使用量は 34,330MJ(参考:エネルギー白書) 

・燃料種別：ガソリン、軽油、BDF、都市ガス、灯油、A重油、液化石油ガス、天然ガス 

※3水道:１世帯の年間使用量は 253㎥（1人あたり年間水使用量を 105.4Lとする。参考:日本の水資源 HP） 

※4再生可能エネルギー使用量:一般家庭への普及数が少ないため、世帯換算は行わないものとする 

※5二酸化炭素:1世帯あたりの年間排出量は約 5t-CO2 (参考:全国地球温暖化防止活動推進センターHP) 

※6廃棄物:市内 1世帯の年間排出量は 0.813トン（市内の 1人 1日あたりごみ排出量を 928gとして算出） 

柏崎市の環境政策① ECO2
エコツー

プロジェクト 

 

柏崎市独自のこのプロジェクトは、事業者 

が活動した環境活動に対して、ECO2ポイント 

を付与し、事業者は貯めたポイントを温暖化 

対策機器の購入などに活用できる制度です。 

参加登録事業者約 240社と共に今後も挑戦 

し続けます。 
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(5)二酸化炭素・水道・廃棄物等詳細 

ア 二酸化炭素 

① 二酸化炭素排出量内訳 

 

 

 

  ②過去の二酸化炭素排出量（単位:t-CO2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 結果と今後の対応 

   H29 年度は、基準年度からの目標を達成することができたものの、前年度実績より排出量は

増加してしまいました。今後は引き続き省エネルギー、省資源の取り組みを継続しながら、公

共施設等の設備改修の際に、再生可能エネルギーの導入の検討や LED照明への積極的な設備更

新を検討することにより、二酸化炭素排出量を削減していきます。 

 

Ｈ29実績 

9,801t-CO2 

内訳 

 

エネルギー種別 使用量 
排出係数 

(kg-CO2/kWh) 
- 排出量(kg) 前年度比(kg) 

電力[kWh] 13,652,787 0.547 - 7,468,074 72.6 

エネルギー種別 使用量 
排出係数 

(kg-CO2/MJ) 
単位発熱量 

(MJ) 
排出量(kg) 前年度比(kg) 

燃
料 

ガソリン[L] 100,423 0.0671 34.6 233,148  11,088 

軽油[L] 90,516 0.0687 38.2 237,545  49,249 

ＢＤＦ [L] 300 0.0687 38.2 787  -1,614 

都市ガス[㎥] 699,897 0.0513 41.1 1,475,684  63,388 

灯油[L] 67,459 0.0679 36.7 168,103  7,398 

Ａ重油[L] 60,000 0.0693 39.1 162,578  27,096 

ＬＰガス[㎥] 12,912 0.0598 50.2 38,761  -90 

天然ガス[㎥] 5,976 0.0494 54.5 16,089  -0.5 

合計 9,800,769 156,515 

※電力の二酸化炭素排出係数は東北電力Ｈ23実排出係数である 0.547（kg-CO2/kwh）を使用している 
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イ 水道 

①水道使用量 

 

 

 

 

②過去の水道使用量（単位:千㎥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 結果と今後の対応 

   H29 年度は前年度使用量を達成することができませんでした。夏の猛暑による水やりやプー

ルなどの影響も考えられます。今後も保育園や学校における環境教育の場面において、児童生

徒の衛生面保護に無理のない範囲で節水を呼び掛けていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ29実績 

150千㎥ 

柏崎市の環境政策②再生可能エネルギーの導入 

 

再生可能エネルギーを有効活用したまちづ 

くり実現のため、公共施設に対して再生可能 

エネルギー設備の設置を積極的に進めていま 

す。 

 

太陽光発電設備など再生可能エネルギーを 

導入した第五中学校→ 
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ウ 廃棄物・資源物 

① 廃棄物・資源物・産業廃棄物排出量等内訳 

Ｈ29実績 

廃棄物 80t 産業廃棄物 4,015t 資源物 126t 

内訳[kg] 内訳[kg] 内訳[kg]  

種類 排出量 種類 排出量 種類 排出量 

燃やすごみ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)  2,540 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 750 プラ製容器包装 4,015 

浄水汚泥 361,220 紙類 112,490 

燃やすごみ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ以外) 73,383 
下水道汚泥 3,649,740 ビン･缶類 1,992 

金属くず 2,086 せんてい枝 7,371 

粗大ごみ、燃やさないごみ 4,093 
医療用廃棄物 858 乾電池[個] 【3,145】 

そのほか 40 蛍光管[本] 【2,505】 

 

 

②過去の廃棄物・産業廃棄物排出量（単位:t） 

 

廃棄物                     産業廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 結果と今後の対応 

   H29年度は、廃棄物は前年度に比べて削減されましたが、産業廃棄物は大幅増加となってしま

いました。事業活動において発生する廃棄物は、イベントの客数の増加や人事異動に伴う廃棄

など、業務上やむを得ない部分もありますが、今後も廃棄物の適正処理と併せて、必要な量を精

査するなど、3R（リデュース：ごみを減らす、リユース：繰り返し使う、リサイクル：資源に再

生）を呼びかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

※資源物総量のうち、乾電池と蛍光管は個数での算出のため総量から除いています 

※産業廃棄物排出量は、H27年度から集計しています 
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(6)グリーン購入の取組実績及び評価 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、グリーン購入法に基づいた環境負荷の少

ない製品を選んで購入することです。 

本市では、18 分野の特定調達品目について、環境物品の購入目標を 100％と定め、購入頻度が

高い分野は毎月の購入実績を記録しています。その他の分野は、購入頻度が低いため調達目標を

当面の間設定しないものとします。 

グリーン購入特定調達品目（18分野） 

毎月の購入実績を記録 
紙類、文具類、OA機器、照明、自動車、制服・作業服、作業手

袋、災害備蓄用品、役務（印刷のみ） 

グリーン購入の努力 
オフィス家具等、移動電話、家電製品、エアコン、温水器等、

消火器、インテリア・寝装寝具、その他繊維製品、その他設備 

 

①過去 3年間のグリーン購入調達率（グリーン購入量／総購入量） 

 

 

 

 

 

(7)市役所における環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

H29年度の環境に関する違反、訴訟等はなく、遵守の評価の結果も問題ありませんでした。 

また、外部機関からの指摘も過去 3年間ありません。 

 

(8)環境関連の苦情受付状況 

   種別 

年度 
大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 その他 合 計 

H27 9 0 5 0 10 0 24 

H28 2 2 13 0 7 0 24 

H29 5 1 6 1 4 0 17 

H29増減数 3 -1 -7 1 -3 0 -7 

 

  

項目 

年度 
紙類 文具類 OA機器 照明 自動車等 

制服・ 

作業服 
作業手袋 

災害備蓄 

用品 

H27 80.7％ 88.6％ 73.4％ 64.1％ 20.0％ 97.2％ 69.0％ 99.5％ 

H28 99.8％ 91.2％ 61.3％ 54.1％ 29.2％ 92.9％ 85.6％ 96.4％ 

H29 98.8％ 89.4％ 67.3％ 75.4％ 46.9％ 90.5％ 72.2％ 16.1％ 

柏崎市の環境政策③低炭素型交通の推進 

市では、低炭素なまちづくりのため、電気 

自動車をはじめとした環境負荷の少ない低炭 

素型車両の購入補助を行っています。 

また、普通自動車においても、環境にやさ 

しい運転方法「エコドライブ」の普及のため 

に講習会を開催しています。 
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(9)各所属の環境目標・実績評価（中期的な取り組み） 

各所属において中期的に取り組むべき課題の中から、環境活動目標をそれぞれ設定し、3年 

度間の到達目標を掲げています。 

 評価の基準 

0：達成度 1～19％ 1：達成度 20～39％ 2：達成度 40～59％ 3：達成度 60～79％ 

4：達成度 80～99％ 5：達成度 100％以上 －：実施せず  

平成29年度の目標実績 

＜総合企画部＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

総務課 本庁舎二酸化炭素排出量の削減 5 

実績：夏季の使用電力量を H22 年度比 15％以上削減することができた。

（25.1％減） 

今後の対応：節電意識は定着しているが、経年取り組みによる意識の低下

を防ぐ取り組みが必要である。 

人事課 新採用職員への環境政策研修 5 

実績：4月 4日の新採用職員研修で、環境政策に関わる研修を実施。新採

用職員 35名が受講した。 

今後の対応：研修及びエコ活動への参加を継続し、エコへの意識付けを図

る。 

広聴広報課 

紙資源の保護やごみとして捨て

られる広報誌を削減するため、広

報誌のページ数を削減 

5 

評価：計画どおり広報かしわざきを発行することができた。 

今後の対応：伝えるべき情報、記事の内容を精査し、削減可能かどうか検

討する。 

企画政策課 

路線バス確保 4 

実績：路線バス利用促進事業や補助等を実施し、バス路線を維持存続した。

また、効率的な運行体系とするため、路線統合を検討した。 

今後の対応：現行路線を確保維持していくため、利用促進事業や補助等を

行うとともに、効率的な運行体系構築に向けて、運行事業者と協議してい

く。 

鉄道等活性化 4 

実績：利用促進事業の展開や運行事業者への要望等により、列車本数が維

持された。（長岡柏崎間平日・休日 48本、柏崎直江津間平日・休日 42本） 

今後の対応：運行本数が確保されるよう運行事業者に要望するとともに、

利用促進事業を継続的に実施し、利用啓発に取り組んでいく。 

電源エネル

ギー戦略室 
次世代エネルギー利活用の推進 5 

実績：太陽光発電設備及び蓄電池の導入 1施設 

地中熱利用設備導入可能性調査 8施設 

今後の対応：経済産業所管の「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業

補助金」を活用して事業を継続して実施する 

文化振興課 

イベント来場者の増加を目指し、

その結果環境への意識啓発を向

上させる 

5 

実績：1,200人（120％） 

今後の対応：本市唯一の国指定重要無形民俗文化財の継承保存と豊かな自

然環境でのイベントを通じ、関係者と連携して環境啓発を行う。 

施設の利用率を高め、結果として

無意味に使われる光熱水費を減

らす 

4 

実績：596人（99％） 

今後の対応：広報宣伝では、チラシ、ポスター、市広報による効果が年々

増加しており、今後も実行委員会方式での民間ノウハウを活用し周知に努

める。 

施設の利用率を高め、結果として

無意味に使われる光熱水費を減

らす 

5 

実績：8,298人（104％） 

今後の対応：上質な和風建築の本市唯一の公共施設で地域の象徴であり、

今後も地域活動団体との連携事業を実施する。 
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所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

新庁舎 

整備室 

新庁舎に地球環境の保全に配慮

した設備の導入 
5 

実績：年２回の熱応答試験を実施し、結果から利用可能と判断し、設計に

反映させた。 

今後の対応：施工業者の選定準備に取り掛かる。 

 

＜財務部＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

財政課 
財務会計システムを活用した業

務効率化の推進 
4 

実績：効率的なデータ抽出に努め、新年度予算編成業務で約 1000 枚、新

地方公会計業務で公開資料を 20 部削減するとこで、約 3600 枚のペーパ

ーレスを実施できた。また、財政課で約 20％の時間外勤務を削減した。 

今後の対応：新地方公会計の財務書類作成について、極力確認作業などを

ペーパーレスとし、作業効率も工夫して、時間外勤務の増にならないよう

に努める。 

行政改革室 

市の保有する資産を総合的かつ

長期的視点でマネジメントを行

い、施設の統廃合も含めた適正配

置を進めることで、より計画的な

保全や資産の有効活用を図る 

5 

実績：平成 30 新年度予算及び機構改革等の影響を踏まえた計画の修正を

行い、策定作業を完了した。 

今後の対応：公共施設等マネジメント推進本部を設置し、統廃合を含めた

全庁的なマネジメントを推進する。 

用地管財課 

当課管理車両（ガソリン・軽油車）

のエコドライブ・アイドリングス

トップ運動等の推進を図り、燃費

を下げない 

5 

実績：13.51 ㎞/ℓ（全燃料種平均）。前年度比 2.64 ㎞/ℓ燃費向上。H25 年

度比 2.29 ㎞/ℓ向上。 

今後の対応：引き続きエコドライブによる燃費向上を図るよう周知徹底す

る。 

契約検査課 

総合評価方式の試行 5 

実績：本年度の総合評価方式対象工事 15 件のうち、土木工事 10 件、建築

工事 5 の入札は完了。 

今後の対応：評価項目及び評価点の見直しに取り組んでいきたい。 

公共事業のコスト縮減 4 

実績：5/8～9、9/22 の 2 回、技術研修会（計 2 回）及び設計審査におい

て、「コスト縮減」の指導を行った。 

今後の対応：引き続きコスト縮減の徹底を図る。 

小規模工事における工事書類の

簡素化 
4 

実績：5/8～9、9/22 の 2 回の技術研修会において「小規模工事における工

事書類の簡素化」の啓発を行った。 

今後の対応：引き続き提出物の様式等の簡素化、簡略化のための啓発活動

を行っていく。 

税務課 

eLTAX（エルタックス）の利用啓

発を行うことで紙の処分量を削

減する 

5 

実績：69,277 件（前年比 104.9％、達成度 103.8％） 

今後の対応：税務署と連携し、周知に努めるとともに、事業所への働きか

けを継続する。 

税務署との連携で e-TAX での確

定申告利用を促進し、国税連携の

活用により紙の処分量と加工処

理に係る電気量の削減を図る 

5 

実績：24,532 件（前年比 132.2％、達成度 130.9％） 

今後の対応：税務署と連携し、e-TAX による確定申告提出の周知に努める。

また、今年度の確定申告期から市で受け付けた申告書の電子的送付に取り

組んだ。これを継続、拡大する。 

納税課 
督促状・催告文書等の発送数の削

減 
5 

実績：督促状発送 32,450 通、催告書 4,869 通、合計 37,319 通で目標を達

成した。 

今後の対応：督促状、催告書発送を抑えるため、引き続き現年納付を進め

る。 
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＜市民生活部＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

防災・ 

原子力課 

ボンゴの燃費を年間で 7.8 ㎞/ℓ以

上を目指す。（平成 25 年度実績

7.7 ㎞/ℓの 1％向上値） 

5 
実績： 4 月～3 月の燃費実績は、8.8km/ℓであった。 

今後の対応：引き続きエコドライブに努める。 

防災備蓄品のうち食料品及び飲

料水について、年度中に消費期限

がくるものを有効利用して廃棄

品を出さない 

5 
実績：非常食、保存水を有効活用し、廃棄品無しとした。 

今後の対応：今後も廃棄品を出さない。 

市民活動 

支援課 

各種交通安全教室において、エコ

ドライブの啓発活動を実施する 
4 

実績：各種交通安全教室参加者への講話などを通して、ふんわりアクセル

がエコドライブや安全運転に繋がることを啓蒙した。 

交通安全教室 1,340 人（保護者） 

高齢者教室 778 人 

今後の対応：継続的な取り組みが必要なことから、引き続き、関係機関と

協力しながら参加者を増やすように努める。 

人権啓発・

男女共同 

参画室 

職員の環境へのエコ意識を高め

る 
4 

実績：日頃からごみの分別や省エネに取り組み、ノーマイカーウイークに

も積極的に取り組んだ。また、掲示物や窓口のパンフの整理等、環境整備

にも配慮した。 

今後の対応：今後も環境への取り組みを積極的に行いたい。 

柏崎フォーラムで環境行動を普

及啓発する 
4 

実績：ワークショップは、参加者も多く、好評であった。 

今後の対応：ワークショップにおいて、参加者に環境行動意識を啓発した

い。 

市民課 

市民サービス及び市民満足度の

向上を目指して、「お客様アンケ

ート」を実施し、窓口対応の改善

を検討する。 

5 

実績：達成できた。 

今後の対応：職員のマナー満足度が 76.0％となり、目標の 72％を上回っ

た。今後も満足度が向上するよう、課員全員で取り組む。 

市民課職員ノーマイカーデーの

取り組み 
5 

評価：73％の職員が達成できた。 

今後の対応：ノーマイカーデーの取り組み期間に限らず、日ごろから相乗

りや公共交通機関の利用に努める。 

環境政策課 

公共用水域の水質の保全 4 

評価：3 件の合併処理浄化槽設置の補助金を受付した。 

今後の対応：機構改革により新年度から上下水道局の対応となるため引継

ぎを行った。 

新エネルギーの利活用 3 

実績：木質バイオマス 6 件、HEMS+蓄電池 3 件、太陽光+HEMS+蓄電池

4 件（合計 13 件） 

今後の対応：今後も引き続き HP や施工業者への情報提供等により、市民

への周知を図る。 

市民・事業者による温暖化対策の

推進 
3 

実績：参加登録事業者数 234 社（今年度新規 1 社） 

今後の対応：引き続き ECO2 の魅力を対外的に PR し、参加登録事業者数

の増加を図る。 

市民・事業者による温暖化対策の

推進 
5 

評価：29 年度走行距離 2,8611km（3 月末時点）。長距離移動を伴う業務

時に積極的に活用し、目標値を達成。 

今後の対応：引き続き EV の積極的な利用を図り、普及啓発に努める。 
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所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

クリーン 

推進課 

ごみのリサイクル率の向上を図

る 
4 

3 町内会に分別説明会を行なった。 

他課のイベント等に参加しリサイクルの PR を行う。 

ごみの排出量の削減を図る 3 
評価：概ね前年並みの排出量となっている。 

今後の対応：市広報やホームページに情報を掲載し排出抑制を図る。 

クリーンデー柏崎への参加率の

向上を図り、地域美化及び美しい

景観の維持に努める 

5 
評価：6 月 4 日実施。町内会参加率 96．4％。 

今後の対応：現状の参加率を維持する。 

クリーンセンターからの排出ガ

ス中に含まれるダイオキシン類

の排出量について、自主排出基準

値の遵守を徹底する 

4 
評価：ダイオキシン測定未実施。前期オーバーホール実施済。 

今後の対応：10 月 18 日測定予定。後期オーバーホールを実施する 

ごみ減量化を推進し、最終処分場

の延命化を図る 
4 

評価：施設の延命化のための精密機能検査を実施した。 

今後の対応：延命化のための予算措置を行う。 

高柳町 

事務所 

庁舎エネルギー使用量の削減（電

力・灯油・水道） 
4 

実績:庁舎冷暖房燃料 9,446ℓ（106%） 

今後の対応：節約に努めてきたが、今冬の豪雪・低温（氷点下）日が多か

ったため昨年度より上まってしまった。今後も冷房の的確な運転を徹底し

たい。 

西山町 

事務所 

電力使用量の維持（平成 28 年度

使用料を維持する） 
4 

実績：昨年同様、11～3 月に暖房稼働調査を西山分遣所と協力して行った。

冬期間の大雪や事務量の増により時間外が増えたため、目標値の 102％と

なった。 

今後の対応：今後も西山分遣所と協力し、冷暖房の温度管理及び昼夜の不

要照明管理を徹底していきたい。 

水道使用量の維持（平成 28 年度

使用料を維持する） 
5 

実績：昨年同様、緑のカーテン（あさがお等）の水やりに水道水を利用し

たが、職員全員が節水に努めたことにより、目標値の 85％となった。 

今後の対応：今後も西山分遣所と協力し、節水に努めたい。 

燃やすゴミ減量化の維持（平成

28 年度実績を維持する） 
5 

実績：ごみの減量化及び分別等を職員全員に呼びかけ等を行ったことで、

目標値の 85％となった。 

今後の対応：引き続き呼びかけ等を行い、ゴミの減量化を徹底したい。 

化石燃料使用量の維持（ガソリン

の使用量は平成 28 年度実績を維

持する） 

5 

実績：仕事量の増による庁用車の利用増により、上半期は目標値の 51％と

なったが、エコドライブの呼びかけ等により、年度末は、目標値の 96％を

達成することができた。 

今後の対応：職員へのエコドライブ及び同じ目的地への同乗等を呼びか

け、目標値を達成できるよう努めたい。 

グリーン購入の意識向上を図る

（事務用品のグリーン購入の徹

底） 

5 

実績：文具類のグリーン購入率は、100％である。 

今後の対応：今後も発注の際、グリーン購入確認を行うとともに、発注は

まとめて行い、伝票枚数の削減に努めたい。 

使用済み封筒の再利用の徹底（係

ごとに古封筒の集積箇所を設定

する） 

5 

実績：係ごとに古封筒保管場所を設け、庁内及び文書便のやりとりは、古

封筒の再利用を徹底している。 

今後の対応：引き続き、古封筒の再利用の徹底に努めたい。 
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＜福祉保健部＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

福祉課 時間外勤務の削減 3 

平成 28 年 9 月までの時間外 3，363 時間、平成 29 年 9 月までの時間外

2，918 時間で、昨年度の実績より 13.23％の減。地域福祉計画等の事務量

が減となっているが、生活保護、対応困難者などの事務量の増加から微減

にとどまった。 

介護高齢課 

介護予防事業の参加者を増やし、

新たに構築する 
5 

実績：145,058 人 

今後の対応：引き続き事業を進め、周知等を図り参加者増を目指す。 

介護認定調査車両の調査日程の

工夫、エコドライブの実施によ

り、ガソリン使用量の削減を推進

する 

5 
実績：年間のガソリン使用量が 3,208ℓ 

今後の対応：昨年度目標値の 3,329ℓより 121ℓの減となり目標を達成した。 

国保医療課 

休日・夜間急患センター及び輪番

病院の運営体制を維持し、市内の

医療機関及び医療に関する情報

を市民へ提供する 

4 

実績：「広報かしわざき」・市ホームページ・国保医療課窓口（掲示板）で

休日・夜間急患センターの開設状況を周知している。 

良質な地域医療の提供のために作成した「医療・介護ガイドブック」や柏

崎総合医療センター・藤原院長による出前講座（ふれあい講座）「知ってお

きたい、医療とのかしこい付き合い方」を各地域で 16 回開催した。 

今後の対応：休日・夜間急患センター及び輪番病院の運営体制を維持し、

「広報かしわざき」・市ホームページ・国保医療課窓口（掲示板）で開設状

況を周知していくほか、出前講座も継続して開催する。 

パソコン及び周辺機器並びに照

明の不要時の節電・消灯の徹底を

図る 

3 

実績：昼休み・離席時等のパソコン・周辺機器の電源オフはある程度実施

されている。昼休み・退庁時の不要箇所の消灯は徹底されている。 

今後の対応：朝礼などを利用し、パソコン及び周辺機器並びに照明の不要

時の節電・消灯を周知し、徹底を図る。また、時間外勤務の縮減も周知す

る。 

谷根診療所 
感染性医療廃棄物排出量（1 人あ

たり）の削減 
4 

評価：患者数の自然減の影響もあるが、排出量が抑制されている。 

今後の対応：引き続き排出量抑制に努めたい。 

野田診療所 
感染性医療廃棄物排出量（1 人あ

たり）の削減 
4 

評価：患者数の自然減の影響もあるが、排出量が抑制されている。 

今後の対応：引き続き排出量の抑制に努めたい。 

鵜川診療所 
感染性医療廃棄物排出量（1 人あ

たり）の削減 
4 

評価：患者数の自然減の影響もあるが、排出量が抑制されている。 

今後の対応：引き続き排出量の抑制に努めたい。 

北条診療所 医療廃棄物排出量の削減 2 
実績：206ℓ（248%） 

今後の対応：患者数の増加、及び検査回数の増加を鑑み、目標値を見直す。 

高柳診療所 

高柳歯科診療所  

医療廃棄物の排出量の削減に取

り組む 
5 

評価：産業廃棄物は昨年 9 月時点で 288.6kg、現在 250.8kg であり大幅に

15％削減されている。 

今後の対応：引続き削減に努めたい。 

健康推進課 

関係機関と連携し、体験、相談、

展示等を通じて、心やからだの健

康づくり・元気づくりについて啓

発する 

5 

実績：来場者 911 人（前年度比 140％） 

今後の対応：前年度を大幅に上回る参加人数となった。引き続き関係機関

と連携して開催したい。 

関係課、関係機関等が連携し、

体験を通じて、口腔の健康及び

食育について啓発する 

5 

実績：来場者 1,327 人（前年度比 80％） 

アンケートを実施し、満足度平均 91.7％（前年度に比べ 2.2％上昇） 

今後の対応：アンケートの満足度が上昇した。引き続き関係機関と連携し

て開催したい。 
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＜産業振興部＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

商業観光課 

海の大花火大会における公共交

通機関とシャトルバス利用の促

進 

5 

評価：柏崎駅利用者は 14,960 人（H28 年度 11,500 人）、シャトルバス乗

車人数は 2,236 人（H28 年度 1,529 人）で計 17,196 人（H28 年度 13,029

人）であった。観覧者 20 万人の 8.6％（H28 年度 19 万人の 6.9％）にあ

たる。 

今後の対応：来年度に向けた利用促進策の検討。 

施設の節電 5 

評価：年間の電気使用量計は 447,798kwh で、前年同期 696,648kwh に比

べ 64.3％となった。 

今後の対応：引き続き関係施設に対し、節電を呼びかける。 

ものづくり・ 

元気発信課 

ものづくり活性化センターの節

電 
3 

評価：前年度の上半期ベースで 3,640kwh 減少となった。 

今後の対応：目標達成のため節電の徹底を行う。 

ワークプラザ柏崎の節電 5 
評価：前年度の上半期ベースで 2,489kwh 増加となった。 

今後の対応：引き続き目標達成のため節電の徹底を行う。 

農林水産課 

森林整備の推進 4 

実績：36.6ha（87％） 

市有林 6.3ha 民有林 30.3ha の森林整備を実施した。 

今後の対応：梅雨災害の影響で新植が施業できなかった。今後も森林組合

と調整を図りながら計画的に森林整備を実施する。 

サケを通じた環境学習会を開催

し、河川環境の保護啓発を行う 
5 

実績：571 人（127％） 

市内保育園 2 園 29 人市内小学校 11 校 459 人市外小学校 1 校 50 人市外専

門学校 1 校 33 人 

今後の対応：例年通り依頼のあった学校に対し学習会を実施する。 

農政課 農地の環境保全 

3 

実績：206 人（84％） 

今後の対応：就農者数の自然減の影響が大きいが、引続き JA 柏崎と協力

し、説明会等での啓発活動を行い、認定更新の推進と新規取り組み者の増

加を図る。 

4 

実績：629ha（99．8％） 

今後の対応：中間評価時の数値から最終数値が減少したものの、目標面積

をほぼ達成できたので、引続き現状人数を維持するため認定更新の推進及

び新規取り組み者の増加を図る。 

 

＜都市整備部＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

都市政策課 

公共工事における再生資材の利

用促進 
5 

実績：実施した全ての工事において、下層路盤、構造物基礎の材料に再生

材を使用（100％）した。 

今後の対応：引き続き、全ての工事において再生材の使用を徹底する。 

公共工事における建設副産物の

適正処理 
5 

実績：実施した全ての工事において、建設副産物を適正に処理（100％）

した。 

今後の対応：引き続き、全ての工事において廃棄物の適正処理を徹底する。 

都市整備課 
公共工事における再生資材の利

用促進 
5 

評価：すべての工事において、下層路盤材、構造物基礎材として再生材を

100％使用している。 

今後の対応：今後もすべての工事において、再生材の使用を徹底したい。 
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所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

都市整備課 
道路照明工における LED 照明

の利用促進 
3 

評価：現在までに道路照明を設置する工事が無く、LED 照明の使用が無

い状況である。 

今後の対応：今後も道路照明が必要となる工事がある場合は、LED 照明

を積極的に利用したい。 

維持管理課 

道路照明の LED 化による省エネ

ルギーの推進 
5 

実績：下半期で 7 灯の更新（LED 化）を実施。 

今後の対応：今後も更新計画に基づき年 6 灯を目標に LED 化を進める。 

公共工事における再生資材の利

用促進 
5 

実績：該当する全ての工事で再生材を使用。 

今後の対応：再生資材の利用促進に努める。 

公共工事から発生する建設副産

物の適正処理 
5 

実績：マニュフェストによる適正処理を確認。 

今後の対応：リサイクル法に係る届出およびマニュフェストの確認を実

施。 

（藤元町除雪基地）補修作業で

発生するゴミ、廃材等の分別 
5 

実績：分別表記に従い、ごみ分別を実施。 

今後の対応：継続して分別を実施。 

建築住宅課 

安全・安心な街並み環境の推進 5 

実績：耐震化率 84.8％（耐震診断 10 件、耐震改修 3 件） 

今後の対応：さらに耐震化を進めるため、周知啓発について新たな取り組

みを検討する。 

良質な居住環境の形成と環境負

荷の低減を推進 

5 
実績：リフォーム補助件数 326 件を実施し、全てを完了させた。 

今後の対応：より多くの補助対象とするため、要綱改正等を検討する。 

5 

実績：米山台 1 号棟改修工事 1 月 12 日完了、米山台 2 号棟改修設計委託

1 月 22 日完了。 

今後の対応：公営住宅長寿命化計画に基づき優先順位を付けて定期的修

繕・改善を実施する。 

5 
実績：予定事業全て完了。 

今後の対応：引き続き、公共施設の照明 LED 化を進める。 

5 

実績：第五中学校の地中熱利用空調設備、コミセン 3 施設の太陽光発電設

備の工事完了。 

今後の対応：学校施設、コミセン施設に順次地中熱利用、太陽光発電設備

の設置を進める。 

公共工事における再生資材の利

用促進 
5 

実績：予定工事が全て完了。砕石地業で再生材使用を規定し、変更なく現

場で実施できた。 

今後の対応：引き続き再生材の活用を図る。 

公共工事による建設副産物の適

正処理 
5 

実績：予定工事が全て完了。廃棄物を適正に処理できた。 

今後の対応：引き続き適正処理を図る。 

 

＜ガス水道局＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

経営企画課 
共用の庁用車の効率的な使用を

推進する 
3 

評価：年間目標に対する使用率は、予定どおり削減している。 

今後の対応：今後もエコドライブの推進により使用量削減を図る。 

お客さまサ

ービス課 

料理教室の開催時にエコクッキ

ングを推奨する 
5 

実績：13 回実施（130％） 

今後の対応：ガス事業は譲渡となるが、これまでの活動がコミセン等で拡

大することを望みます。 
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所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

お客さまサ

ービス課 
水道メーターの再生利用 5 

実績：水道メーター1,500 台の再生修理が完了（100％） 

今後の対応：今年度目標は達成したので、目標値を見直したい。 

施設課 

公共工事における再生資材の利

用促進 
5 

評価：再生材を 100％使用する設計をし、設計のとおり再生材を使用して

工事施工している。 

今後の対応：今後も同様の取り組みを継続する。 

公共工事による建設副産物の適

正処理 
5 

評価：すべての工事でマニフェストを確認することで、廃棄物の適正処理

（100％）を徹底している。 

今後の対応：今後も同様の取り組みを継続する。 

水道事業における老朽管路更新

の促進 
5 

実績：3 月末の更新延長 5.1ｋm。 

今後の対応：平成 30 年度の更新管路延長は約 4.4km 予定。 

藤井供給所 

藤井供給所所管車両（ガソリン車

3 台）の燃料を削減し、環境負荷

を減らす 

5 
実績：使用量 2,161ℓ、97.9％であった。 

今後の対応：引き続き環境負荷を減らす活動を継続する。 

浄水課 

共用の庁用車の効率的な使用を

推進する 
3 

実績：ガソリン、天然ガスともに使用量が目標値を超えている。 

今後の対応：さらに、エコドライブを行うよう、職員に啓発する。 

赤坂山小水力発電設備による発

電量の向上 
5 

実績：3 月末で 1,174 千 kwh の実績。予定より多く発電している。 

今後の対応：今後も発電効率が向上するよう、水運用に努める。 

下水道課 
公共工事における建設副産物の

適正処理 
5 

実績：すべての工事でマニフェストを確認し、廃棄物の適正処理（100％）

を徹底している。 

今後の対応：今後も同様の取り組みを継続する。 

自然環境浄化 

センター 

柏崎バイオマスタウン構想に基

づき、消化ガスを有効利用し使用

電力量と二酸化炭素削減を図る。 

5 

実績：稼働率 98%、消化ガス発電量 1,252,983Kwh、CO2 削減量 714.2t/

年 

今後の対応：毎日のモニタリングを実施する。 

 

＜消防本部・消防署・分遣所＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

消防総務課 

防火意識の普及啓発と住宅用火

災警報器の設置促進・維持管理の

推進 

5 

実績：県内消防本部で住宅用火災警報器の設置率は 2 位。条例適合率は 1

位。ホームページに掲載。 

今後の対応：設置推進に向け春秋火災予防運動に併せた街頭 PR と、設置

から 10 年を目安とした電池等の交換を周知。 

救急車の適正利用と応急手当の

普及啓発 
4 

実績：全国消防協会「救急車の適正利用」ポスターを事業所に配布（分団

作成広報紙には掲載なし）。消防団協力事業所の消防団員を普及員に要請。 

今後の対応：「救急車の適正利用」を広報誌等に掲載。消防職員及び消防団

員普及員による応急手当普及啓発活動の強化。 

電気自動車の普及推進 5 

実績：平成 29 年度消防出初め式で音響装置の電源活用。10 月ホームペー

ジに掲載。 

今後の対応：来年度も引き続き電気自動車を消防業務に活用して、クリ－

ンエネルギーの普及を市民に PR する。 
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所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

予防課 

防火対象物・危険物・産業保安分

野の施設に対し、防火対策の指

導。 

4 

実績：防火対象物 744 施設（実施率 93％）、危険物施設 94 施設（実施率

94％）、産業保安分野では 36 施設（実施率 120％）の立入検査を実施し、

違反対象物・施設に是正を指導し、早期に改善した。 

今後の対応：来年度以降も計画的に対象物、施設の立入検査を実施し、違

反対象物等に対して改修・改善指導を行い是正させる。 

消防署 

警防課 

防火意識の普及啓発と住宅用火

災警報器の設置促進・維持管理の

推進 

5 

実績：住警器調査の目標 2,000 世帯に対し 2,512 世帯（126％）を実施、

見学 PR は 16 校。 

今後の対応：防火意識の普及と住宅用火災警報器の設置・維持管理につい

て継続実施する。 

救急車適正利用の啓発と応急手

当普及活動の推進 
4 

実績：イベントでの広報や応急手当講習会（108 回）を開催し PR を実施

した。 

今後の対応：現在の広報活動を継続し適正利用を呼びかける。 

若手職員の人材育成 4 

実績：採用後 5 年未満の職員に対し集合教育 6 回、所属内研修、e-ラーニ

ング 3 回を実施した。 

今後の対応：受講者と指導者の意見要望を取り入れ内容を充実させ育成効

果を向上させる。 

西分署 

警防計画を作成し、火災による被

害を軽減する 
4 

実績：作成した警防計画を基に図上訓練の実施と想定訓練を実施した。 

今後の対応：新たな対象物や地域に対して新規の計画を作成するとともに

既存の計画の見直しを実施。 

安全管理の徹底 4 

実績：毎月、安全管理研修を実施し、災害現場や訓練で安全管理員を配置

し事故防止を実施。 

今後の対応：具体的場面を想定し、継続した安全管理研修を実施する。 

救急車適正利用の啓発、推進 4 

実績：救急講習会や防災教室で救急車適正利用の普及啓発を実施した。 

今後の対応：講習会を活用し、救急事故減少に鑑みた予防救急講習を実施

して適正利用普及を行う。 

高柳分遣所 

住宅用火災警報器の普及促進 4 

住宅用火災警報器の未設置世帯を訪問し設置促進を実施。普及率を引き上

げた。 

計画した約 400 世帯の戸別訪問を実施し、住警器の維持管理、火災予防の

啓蒙を実施した。 

救急車適正利用の推進 4 

応急手当講習会や各施設の避難訓練指導時に、救急車の適正利用を呼びか

けた。 

こども自然王国、産業まつり等のイベントの車両展示時に、救急車の適正

利用等を広報した。 

効果的な消火資機材の活用 4 

計画に基づき圧縮空気泡吐水装置積載消防ポンプ車による訓練を月 2 回

以上実施し技術向上を図った。 

活用する火災は無かったが、想定訓練を月 1 回以上行い、状況に応じた活

動等の技術向上を図った。 

西山分遣所 

警防計画を作成し火災被害を軽

減する 
5 

実績：検討会で消火戦略を共有した。10 箇所実施。 

今後の対応：引き続き移動まで、検討会を実施する。 

反古紙の活用 4 
実績：災害報告書等以外は反古紙を利用した。 

今後の対応：職員に浸透してきているが、引き続き協力をお願いする。 
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 EA-19 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

西山分遣所 たき火に対する注意喚起 5 
実績：焚火実施者に理解を求め、焚き火の中止をお願いした。 

今後の対応：今後も継続して指導する。 

出雲崎 

分遣所 

高齢者への防火意識の向上 5 

実績：目標を上回る 319 世帯に戸別訪問を実施し、効果的な防火 PR がで

きた。 

今後の対応：来年度以降も戸別訪問を実施予定である。 

効果的な消火資機材の活用 4 

実績：月 2 回以上の放水訓練が実施できた。火災現場で圧縮空気泡放水の

機会はなかった。 

今後の対応：今後も訓練を継続し、火災現場でも有効活用する。 

若手職員の人材育成 4 

実績：所属内教育を 68 回実施し、計画的な研修により消防能力が向上し

た。 

今後の対応：今後も研修を継続し、職務遂行能力を高める。 

 

＜会計課・議会・行政委員会＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

会計課 コピー使用量の削減 4 
実績：コピー用紙の使用量前年度比 0．6％の微増。 

今後の対応：今後も引き続き資料の共有化等により削減を図る。 

議会事務局 

紙使用量の現状を維持する 5 

実績：昨年度実績を下回る紙の使用量 187,299 枚（対前年度比 81.4％）と

することができた。 

今後の対応：議員への連絡、資料配布は今後もタブレットを最大限活用し、

前年度の水準を維持する。 

時間外勤務時間を削減する 3 

実績：事務局全体で若干前年度を上回ったが、目標値 645 時間を下回る

546 時間の勤務時間となった。 

今後の対応：絶えず業務の見直し等を行い、業務の執行に影響がない程度

に時間外削減に努めていく。 

議会図書室の整理整頓 4 

実績：資源ごみの搬出日や定例会議の終了後を目途として、図書室の整理

を行った。 

今後の対応：業務の合間を見ながら、議会図書室の整理整頓に努めていく。 

農業委員会

事務局 

不要時の蛍光灯の消灯と昼休み、

長時間離席時は、パソコンの電源

をこまめに切ることを徹底する 

5 
実績：予定どおりに取り組むことができた。 

今後の対応：引き続き継続する。 

監査委員会

事務局 

作成済の監査マニュアルの不断

の見直しを行い、事務改善による

時間短縮、省力化を図る 

4 

実績：当市の実情に応じた監査項目及び着眼点の決定方法の見直し並びに

様式の定型化により、効果的・効率的な監査のための一定の監査手法を確

立した。 

今後の対応：当市の実情に応じて一定水準の監査の品質を確保した、効果

的・効率的に実施した監査手法、結果について検証を行う。 

選挙管理 

委員会 

事務局 

選挙事務室業務のマニュアル化 5 

実績：10 月の衆議院選挙で即活用でき、いつもより 1 週間短いスケジュ

ールにも対応した。 

今後の対応：今回の変更点及び反省点を、統一地方選挙のマニュアルに反

映させる。 

開票事務の改善 5 

実績：前回 H26 の開票終了時刻午前 2 時 1 分→今回午前 1 時終了。 

今後の対応：今回の変更点及び反省点を、統一地方選挙のマニュアルに反

映させる。 
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 EA-20 

＜教育委員会事務局＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

教育総務課 

時間外勤務の削減 3 

実績：時間外時間の削減はできなかったが、水曜日ノー残業デーの徹底が

定着してきている。 

今後の対応：継続してノー残業デーの徹底を図り、残業時間の削減に取り

組む。 

第五中学校の建設に当たっての

環境に配慮した計画・実施 
4 

実績：環境に配慮した工事を進めてきた。また、移転作業については、再

利用段ボール箱を使うなど環境に配慮した。 

今後の対応：事業完了 

学校給食における地場産農産物

の消費拡大 
3 

実績：天候不順で一部の野菜で供給不足が生じた。最終的な集計結果が出

ていないが、前年とほぼ同じと見込まれる。 

今後の対応：児童生徒数が減少していることからその分の使用量は減少す

る。しかし、使用割合を高めていきたい。 

学校教育課 児童生徒への環境教育の推進 5 

実績：小学校 17 校、中学校 4 校、特別支援学校 1 校が実施した。夢の森

公園で 18 校 62 プログラム 1,139 人、こども自然王国で 13 校 38 プログ

ラム 508 人の実施。全 22 校、1,647 人が参加。中学校の実施は前年度よ

り 2 校増加。 

今後の対応：豊かな自然を活用した体験活動は有効で、引き続きより多く

の学校が利用できるように周知する。 

教育センター 

青少年育成

センター 

スクールオフィス（校務支援シス

テム）の活用を活発化し、市内の

教職員の公務の効率化を図り、事

務時間を削減する。 

3 
評価：センターにて転任・新任職員へ講習会を開催して周知啓発した。 

今後の対応：未受講者に対して、引き続き周知していく。 

所報ガリレイの電子化 3 
評価：計画通り電子化による配信を行っている。 

今後の対応：紙面による配信を精査し、紙面印刷について検討していく。 

子ども課 

職員への環境に関する周知・啓発 4 

実績：計画とおり実施できたが、下半期はマンネリの傾向があった。 

今後の対応：全員で実践行動等の報告をしたが、拡充に繋がったかの検証

も今後は必要と感じた。 

時間外勤務の削減 3 
実績：6 人が目標時間を超えたが、課全体では目標時間内で収まった。 

今後の対応：係内での事務改善を行い、平準化を図っていく。 

かしわざきこども大学事業の充

実 
4 

実績：33 園中 32 園で実施（全体の 97％）、小学校 20 校中 17 校で実施

（全体の 85％）、中学校 4 校及び特別支援学校アドベンチャーコース 15

人（定員の 54％） 

今後の対応：継続して周知を図っていく。実施施設と連携し、周知を行う。 

子育て支援

センター 

ノーマイカーウイークの取り組

み強化 
5 

実績：昨年度の削減二酸化炭素 397 ㎏、今年度の削減二酸化炭素 451 ㎏

で 13%増。 

今後の対応：H29 年度に取り組みなしの職員数を H30 年度に減らす。 

 

  



平成30年度版 柏崎市の環境（エコアクション21編） 

 EA-21 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

生涯学習課 

市民プラザの利用者数の増加を

目指す 
2 

実績：利用者数：108,881 人。産業文化会館リニューアル工事が完了し、

通常の利用者のみになったことから、中間期に利用者目標数を平成 27 年

度実績の 1.1％増（114,917 人）としたが入館者は増加せず、平成 28 年度

利用者数に対し 14,476 人減、修正目標利用者数 114,917 人に対して 6,036

人減（△5.2％）となった。 

今後の対応：利用者数の増減は、市民プラザで活動する社会教育団体数の

単なる増加だけでは増やせないため、中心市街地の利点を生かし、施設予

約者、柏崎市を訪れる観光客に施設を利用して頂ける利便性の向上、工夫

に取り組む。 

市民プラザにおける EA21 取り

組み紹介とエコ活動の PR を行

い、課員及び来館者のエコ活動へ

の意識啓発を図る 

4 

実績：館内の主要箇所にエコ活動を PR する啓発表示を実施した（実施例：

節水協力、必要時以外の電灯の消灯、冷暖房の設定温度表示等）。 

今後の対応：年間を通じてエコ活動、EA21 に関する啓発ポスター、掲示

物で来館者にエコ活動を PR した。部屋の空調調整、不要電灯の消灯など

来館者にも協力頂きエコ活動を推進出来た。 

スポーツ振興課 

水球のまち

推進室 

スポーツ推進委員等への連絡で

紙をなるべく利用せず、E メール

等を使用する 

4 

実績：広報紙の送付以外はメールで連絡を行った。 

今後の対応：やむを得ない場合を除き今後も E メールでの連絡を中心に

行っていく。 

職員のエコ意識を高める 3 
実績：実施しない月もあった。 

今後の対応：毎月忘れずおこない、環境への意識を高めるようにしていく。 

図書館 電気使用量の削減 5 

実績：28 年度 383,731kwh に対し、374,213kwh と、約 2.5％減少してい

る。 

今後の対応：今後もこまめな節電を心がけ、さらなる電気使用量の削減に

努める。 

博物館 

コピー用紙や封筒使用量を削減

する 
4 

実績：全職員がミスコピーの削減に努めた。使用済み封筒の回収 BOX を

設置し再利用を図った。 

今後の対応：改めて職員へ周知し、印刷設定の確認と節約の意識づけを行

う。 

紙資源物等リサイクルを徹底す

る 
4 

実績：全職員が紙資源の分別を徹底した。 

今後の対応：今後も分別徹底を継続するよう職員へ周知する。 

博物館の入館者数の増加を目指

す 
4 

実績：評価：夏場の利用者数が 10,082 人で、目標に 318 人（約 3％）足

りなかったが、電力ピークカットに貢献した。 

今後の対応：H30 年度の集客に向けて事業内容の充実を図る。 

埋蔵文化財

事務所 

係の時間外縮減による埋蔵文化

財事務所の電力使用量の削減 
5 

実績：冬期間の暖房を試験的にガスから石油ストーブにしたことで

22,103kWh で、昨年度の 86％となった。 

今後の対応：引き続き削減に取り組む。 

 

＜保育園＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

柏崎保育園 
クーラーの使用を軽減する（緑の

カーテン） 
5 

実績：3 本の苗から 71 本のゴーヤを収穫することができた。また、直射

日光をさえぎり、葉の間から入ってくる風が気持ちよかった。 

今後の対応：クーラーの使用軽減になったと思うので、来年度も引き続き

実施していきたいと思う。 
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 EA-22 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

柏崎保育園 
ごみの分別やエネルギーの削減

に取り組む 
2 

実績：資源物廃棄物とガスが目標値を上回ってしまった。 

今後の対応：職員会議を通して現状を周知し、意識改革をうながしていき

たい。 

大洲保育園 

地域クリーンアップの活動を続

けていく 
4 

実績：10/27 赤坂山でクリーン活動を実施。10/30 エコお姉さんからエコ

の話を聞き、内容をエコ便りとして発行して保護者に知らせる。 

今後の対応：クリーン活動は子どもたちもやりがいを感じており継続して

いきたい。エコの話を聞く機会も継続して設けたい。 

二酸化炭素排出量の削減 3 

実績：ノーマイカーウイークに職員が積極的に取り組んだ。エネルギー使

用量は昨年度より増加してしまったが、理由は把握しており改善に取り組

んだ。 

今後の対応：エネルギー使用量の増加の原因がアレルギー対応や長時間の

人数の増加など避けられないものなので目標値の見直しが必要である。 

夏を涼しく過ごしエネルギーの

削減に取り組む 
4 

実績：UV カットシェードを新しいものに替え、設置場所も検討した。グ

リーンカーテンのゴーヤの実を子どもたちが収穫する事で興味がもてた。 

今後の対応：グリーンカーテンをよりよいものにしていく為工夫をしてい

く。UV カットシェードの設置時に設置場所をもう一度確認する。 

西部保育園 

グリーンカーテンに取り組む。 

ＵＶカットシェードの活用で日

差しを遮る 

5 

実績：昨年度よりグリーンカーテンの場所を増やした事で、子どもたちの

エコに対する意識向上につながった。 

今後の対応：秋にチューリップの球根を子ども達と植え、引き続き緑に興

味・関心を持たせていく。 

「もったいないって大事だね」活

動を継続して、子ども達のエコに

関する意識向上を図る 

4 

実績：自分が作ったたすきをかけ、海岸のごみ拾いを行った。感じたこと

をカードに書き、ポスターにまとめ玄関展示した。 

今後の対応：引き続き絵本、紙芝居等で、エコの大切さを知らせる活動を

していく。 

エコ活動について学習会をする 4 

実績：環境政策課による学習会の様子を新聞で玄関掲示し、保護者にも関

心を持ってもらった。 

今後の対応：自分たちでできるエコについて、子ども達と考えポスターを

作成する。 

比角保育園 

地球にやさしい活動に気づき水

や電気の大切さを知り、使用量を

削減する。年長児が散歩に出かけ

た際、ゴミ拾いをする 

4 

実績： 3 月の電気使用量が多くなり、超過してしまった。子どもたちに直

接関わるというよりも年度末の残業が原因の一つと考えられる。 

今後の対応：エネルギー量を意識しながら、保育や業務にあたるよう努力

していく。 

松波保育園 

緑のカーテンや UV カットシェ

ードによりエネルギー削減に取

り組む 

4 

実績：緑のカーテンプロジェクトでは第 3 位を受賞することができた。給

食で収穫した実もいただいた。 

今後の対応：収穫したゴーヤの種を次年度の活動につなげていく。 

園児が環境教育を通して、環境活

動に取り組む 
4 

実績：松波キラキラ隊としてはまなすロードのゴミ拾いをした。 

今後の対応：拾ったゴミの成果を、ポスターにして発信した。ゴミの分別

に興味を示すようになった。 

エネルギーの削減に取り組む 2 

実績：今年度の目標値は達成できなかったが、エコ集会で興味を持って実

践しようとする姿が見られた。 

今後の対応：今年度の数値を踏まえて来年度の目標値を見直していきた

い。 
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 EA-23 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

荒浜保育園 

水や電気の大切さを知り、使用量

の削減に取り組む 
4 

実績：水道・電気の使用量は昨年度並み、または下回る月が多く、職員の

意識が高まったと感じられた。ガスは後半、昨年度より使用量が増えたが

豪雪のためと考えられる。 

今後の対応：目標値を概ね達成できたので、今後も引き続き職員や子ども

達の意識づけをしていきたい。 

環境活動を家庭や地域に広めて

いく 
4 

実績：緑のカーテンの種を採取し、来年度用に保管した。エコ活動の様子

を年 3 回、エコだよりを発行し家庭に知らせた。 

今後の対応：来年度も継続して、海岸清掃や緑のカーテンを通したエコ活

動を行っていきたい。 

ごみの分別をきちんとする 4 

実績：子ども達が自分でエコマークを見てゴミの分別ができるようになっ

た。燃やすごみの量は昨年度より増えてしまったが、物置の整理などでゴ

ミが大量にでたためと考えられる。 

今後の対応：来年度もゴミの分別やリサイクルについて集会などで周知し

ていきたい。 

北鯖石 

保育園 

緑のカーテンの実施 5 

実績：達成できた 

今後の対応：アサガオ・フウセンカズラの種を収穫し、来年度の使用に役

立てる。 

エネルギー削減に取り組む 2 
実績：昨年度の数値を上回っている項目がほとんどであった。 

今後の対応：職員会議などを通して、現状を周知し、意識改革をうながす。 

子どもたちがエコに関心を持て

るような取り組みとその発信を

する 

4 

実績：牛乳パックで葉書を作り、勤労感謝の日にメッセージカードとして

利用。身近な物を使って作る手作りおもちゃの紹介。 

今後の対応：多方面から子どもたちが取り組める活動の考察や実践。 

安田保育園 

緑のカーテンの実施 4 

評価：子ども達が水やりを行い、よく育ったおかげで、日差しを遮ること

ができた。ひょうたんだけプランターに植えたら全く育たなかったので残

念。 

今後の対応：子ども達に配布するほどではなかったが、多く種が取れたも

のは来年度また植えたいと思う。 

エネルギーの削減に取り組む 3 

実績：人数に比例した分の使用量増加はあったが、水の使い方、節電等の

効果はあった。 

今後の対応：引き続き声を掛け合い、一人ひとりができるエコ活動を行っ

ていく。 

中通保育園 

エコ学習やエコ散歩といった子

ども達ができるエコ活動に取り

組む 

5 

エコ便り 3 回発行。エコ散歩を 2 回した。エコお兄さんとエコ学習に取り

組んだ。 

今後の対応：来年度もエコお兄さんを呼んでエコ学習をしたり、絵本など

を読んだりして子ども達の関心をさらに深める。 

エネルギーの削減に取り組む 3 

エネルギー使用量は昨年より増。その他は目標値以内だった。 

今後の対応：エネルギー使用量が目標値以内になるよう効率よく冷暖房を

使用する。 

緑のカーテンを子ども達と楽し

みながら栽培する 
5 

実績：アサガオ、ゴーヤ、三尺豆、フウセンカズラの種を収穫し、家庭に

配布した。その際ゴーヤは芽出しの方法を袋に貼ったり、緑のカーテンへ

の取り組みを呼びかける手紙を配布したりした。 

今後の対応：保育園用にも種を取ってあるので、来年度も緑のカーテンに

取り組む。新年度には家庭にも文書などで取り組みを呼びかける。 
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 EA-24 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

高田保育園 

エネルギー削減に取り組む 3 
実績：保育室が 1 部屋できたことで使用量が増えた。 

今後の対応：職員にも周知しできるだけの削減に努めたい。 

グリーンカーテンに取り組む 5 

実績：エコ会議の時にいただいた朝顔やゴーヤやミニひょうたんのグリー

ンカーテンができ、涼しかった。 

今後の対応：来年度もグリーンカーテンに挑戦してみたい。 

エコおにいさん・おねえさんよ

りエコの話を聞く 
5 

実績：10 月 23 日に実施。内容が子ども向けになっており、わかりやすく

楽しめた。 

今後の対応：今後も誕生会などに併せて実施できたら良いと思う。 

北条保育園 

水やエネルギーの大切さを子ど

もたちと庭に知らせ、節水、節電

を心がける 

4 

実績：集会で正しい手洗い・うがいの仕方を伝えるとともに水を無駄使い

しないことを約束した。 

今後の対応：子ども同士で声を掛け合う姿も見られ、節水が定着しつつあ

るので引き続き声をかけたい。 

緑のカーテンや UV カットシェ

ードなどの活用で暑い日差しを

さえぎる 

5 

評価：昨年度よりゴーヤが成長し、日差しを有効的にさえぎることができ

た。 

今後の対応：種を収穫したので、来年度もグリーンカーテンを育てたい。 

こども、家庭、地域で環境活動

に関心を持ち取り組む。 
4 

実績：運動会を前に園庭の草取りを子どもと一緒に実施。運動会後も継続

的に草取りを行った。 

今後の対応：新年度に向け、エコの大切さを子ども達と話す機会を設け 4

月からの活動につなげたい。 

南鯖石 

保育園 

ゴーヤのグリーンカーテンに取

り組み節電に努める 
4 

実績：土に直接埋めたことで成長がよかった。 

今後の対応：来年度に備え土の管理をしていく。 

ゴミ撃隊になって、ゴミを拾っ

て歩く、エコ散歩に行き、普段

からきれいな地域づくりへの意

識を持つ 

4 

実績：エコだよりを発行し、保育園での環境活動への取り組みを保護者に

周知した。 

今後の対応：普段の生活においても環境活動に取り組めるよう工夫してい

く。 

エコについての話を聞き、エコ

に親しむ事で積極的にエコ活動

に取り組む 

4 

実績：普段からゴミの分別や水道使用について声かけをし、子ども達の意

識改革に努めた。 

今後の対応：継続して園でのエコ活動に積極的に取り組んでいく。 

中鯖石 

保育園 

グリーンカーテンの実施 3 

実績：生育が遅れたものの、その後の成長はよく残暑には効果がみられた。 

今後の対応：早めに発芽させるなどの準備を行い猛暑時に間に合わせるよ

うにする。 

エネルギーの削減に取り組む 2 

実績：猛暑と豪雪による冷暖房費が例年より上回ってしまった。 

今後の対応：気密性に欠ける施設なので、取り組みにも限界を感じるが、

出来ることからエコに取り組みたい。 

田尻保育園 

緑のカーテンを作り、涼しさを体

感する 
4 

実績：陽ざしを遮り、涼しさを感じられた。食育にもつなげられた。 

今後の対応：肥料を昨年度より増やしたがまだ不足していたようだった。

来年度は追肥をしたい。 

日常活動や遊びの中でエコ活動

に関心を持つ 
5 

実績：ごみの分別、リサイクルについてわかりやすく伝えられた。保護者

からも好評だった。 

今後の対応：来年度は 2 年目の活動として、地域にエコ活動を発信してい

きたい。 
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 EA-25 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

米山保育園 

緑のカーテンに取り組む 4 

実績：昨年の反省を生かし育てることができた。緑のカーテンが出来上が

った。 

今後の対応：エコプレゼントとして種を配布した。余った種を次年度植え

る。 

園児が進んでエコ活動に取り組

む 
4 

実績：エコ散歩計 3 回実施。エコマークビンゴをしたことでゴミの分別に

興味を持てた。 

今後の対応：エコ散歩を継続して行いたい。 

エコについての話を聞く。ま

た、保護者に対してもエコにつ

いて知ってもらう 

4 

実績：エコだより計 3 回発行。エコについての絵本を読んだり、家庭に貸

出しを行ったりした 

今後の対応：水や電気の節約・節水につながる活動ができたらいいと思う。 

高柳保育園 

グリーンカーテンに取り組み

CO2 削減に努める 
3 

実績：種を地域の方に配布した 

今後の対応：今年度残った種を来年度以降に使えるように保存し、継続し

ていく。 

地域内の美化活動に取り組む 4 

実績：合計 3 回のエコだよりを発行できた。ゴミ捨てを当番制にし、分別

の意識付けをした。 

今後の対応：ゴミを減らす取り組みを行う。 

子どもたちにエコ活動への関心

を高め、成果に気付けるように

する 

4 

実績：エコ講座を行い、関心を高めた。またエコカードを配布し、家庭で

もエコについて考える機会を設けた 

今後の対応：絵本・紙芝居を積極的に取り入れ、環境教育に力をいれる。 

 

＜小中学校＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

柏崎小学校 

エコ強調月間を設け、児童の主体

的な取り組みを促す 
3 

実績：児童･職員ともに節水の意識が高まっているが、水道水を出しっ放

しにしていたことがあった。 

今後の対応：目につく位置に節水を呼びかける PR ポスターや強調週間な

どを取り入れていく。 

家庭の協力を得ながらエコ活動

を行う 
4 

実績：家庭での節水については成果のみとりが見えにくいが、習慣化とい

う点で取り組んでいく。 

今後の対応：保護者への取り組み理解の浸透を図っていく。 

緑のカーテンを設営し、室温の

上昇を防ぐ 
4 

実績：日陰ができ、効果はあった。児童の教室にまでは届いていないため、

児童の成果の意識は薄い。 

今後の対応：引き続き緑のカーテンを継続していく。緑を増やす取り組み

や植物を植える、育てる活動を進めていく。 

紙の分別に努め、反古紙を積極

的に活用する 
4 

実績：職員は機密文書の取り扱いに高い意識をもって取り組んだ。児童は、

リサイクル紙を積極的に活用して、習慣化できている。 

今後の対応：分別の徹底を更に図っていく。 

比角小学校 

（児童）節水、節電を意識した学

校生活の推進 
4 

評価：環境整備委員会を中心に呼びかけを行っている。 

今後の対応：更に意識を高めていくために校内にポスターを掲示したり放

送で呼びかけたりする。 

（職員）節電、省エネを意識し

た勤務の推進 
4 

評価：日直の仕事にエコ当番日誌を加えて 1 年が経ち少しずつ定着してき

た。 

今後の対応：エコ当番日誌を継続していく。 
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 EA-26 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

枇杷島 

小学校 

（職員）節電、省エネを意識した

日常勤務の推進 
4 

実績：職場での取り組みは高い達成率であるが日常生活における取り組み

において努力が必要である。 

今後の対応：機会を捉えた声掛けをするなどの意識啓発を図っていく。 

（職員）紙の節約と反古紙の活用 4 

実績：紙の使用量の削減及び反古紙の利用についての意識が高まった。 

今後の対応：反古紙の利用は新年度の転入職員に引き継ぎ、取り組みを継

続する。 

半田小学校 

反古紙の活用 4 
実績：職員間の連絡や起案では、両面を除き、すべて反古紙で行った。 

今後の対応：引き続き継続する。 

エネルギーや資源の節約 5 

実績：児童会のエコ委員会で紙リサイクル、ごみ減の取り組みを行った。

リサイクル教室を行った。 

今後の対応：引き続き継続する。 

ごみの分別とリサイクル 4 

評価：ゴミの分別は最終段階では、完全に分別している。清掃や作業活動

があるときはその都度指導している。職員の意識は高い。 

今後の対応：引き続き継続する。 

大洲小学校 
身近な環境への関心を高め、実践

的態度を養う 
4 

評価：花の世話に全校児童が携わった。空き缶回収を 2 カ月に 1 回行っ

た。 

今後の対応：保護者に働きかけ、空き缶回収の充実を図る。 

剣野小学校 

グリーンカーテン、すだれを用い

て熱い日差しを遮る 
4 

実績：確実に設置した。グリーンカーテンは昨年度より面積を増やした。 

今後の対応：30 年度も実践できるよう準備を進める。 

節電に焦点化してエコ活動を行

う 
3 

実績：電気量は目標値を下回った。 

今後の対応：児童クラブ・調理場への節電を関係する課へも働きかけてほ

しい。 

鯨波小学校 

児童･保護者･地域とともに地域

清掃活動に取り組むことにより、

子どもたちに、自分の住む地域の

環境美化に取り組もうとする態

度を育てる 

5 

実績：2 回の行事とも保護者が 80％以上参加した。 

今後の対応：80％以上の水準が維持できるように、学校便りなどを使って

周知をする。 

職員の日々の勤務の中で節電を

意識した行動に取り組み、職場

における省エネルギー運動を推

進する 

3 
実績：暖房はつけっぱなしが多かった。 

今後の対応：表示をつけ、節約を心がけられるようにする。 

槙原小学校 

環境教育、省エネに対する児童の

意識を高め、児童にできるエコ活

動を推進する 

4 

実績：毎週、児童会でリサイクル活動を実施している。3 月まで継続して

実施した。 

今後の対応：児童会活動並び各学級で係りを決め、定期的に活動を行った。 

4 
実績：児童会活動と各学級で係りを決め、定期的に活動を実施した。 

今後の対応：次年度も児童中心とした取り組みを継続していく。 

保護者：地域と共に取り組むエ

コ活動 
4 

実績：学習参観に基づき実施。PTA 総務も進んで PTA 会員に呼びかけた。 

今後の対応：来年度は古紙だけではなく、金属類も回収予定 

日吉小学校 児童の環境意識の向上 3 
評価：児童会環境委員会の呼びかけを 9 月までに実施をしていない。 

今後の対応：10 月に児童会活動として実施する予定。 

荒浜小学校 電気・ガス・水道の使用量の削減 3 
実績：電気（108％）、ガス（115％）、水道（102％） 

今後の対応：電気・水道は夏場と冬場の使用量を抑えるよう指導徹底する。 
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 EA-27 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

荒浜小学校 
省エネにつながる環境整備に努

める 
4 

実績：緑のカーテンは計画通り設置したが、よく育たずあまり効果がなく

終わった。 

新道小学校 

（児童・職員）節水節電を意識し

た学校生活の推進 
4 

実績：90% 

今後の対応：児童自らが行動に移せるよう委員会活動を活性化させる。 

（児童・職員）保護者・地域と

共に取り組むリサイクル活動 
4 

実績：予定通り実施した。 

今後の対応：ビン回収は負担が大きいので回収しない。アルミ缶回収は引

き続き行う。 

（職員）紙の節約 4 

実績：71％ 

今後の対応：目安を決めて反古紙を活用するのは効果的だったので次年度

も進めたい。 

田尻小学校 

紙の使用量削減 3 

実績：プリンターのリースが切れてから、反古紙を有効活用することがあ

まりできなかった。 

今後の対応：回覧板を利用し、紙の使用量削減に努める。 

職員の超過勤務の解消 3 

実績：早めの帰宅を意識することができた。忙しい学期末はどうしても退

勤時刻が遅くなってしまった。 

今後の対応：教員個々のレベルで努力できる範囲とそうではない範囲があ

る。見極めて指導していく。 

使用電気量の削減 3 
実績：中間期同様、期待通りの電気量削減が図れなかった。 

今後の対応：早めの退勤の実現 

北鯖石 

小学校 

ガス、水道、電気の使用量につい

て、前年度を下回る。 
4 

実績：前年度を下回った月は、12 か月中、ガス 1、水道 5、電気 4 であっ

た。 

今後の対応：今後も節約に努める。 

中通小学校 

（児童） 

節電・節水等を意識した学校生活

の推進 

4 
実績：全校で取り組むことができた。 

今後の対応：委員会を中心に継続して全校で取り組み目標を達成する。 

（職員）節電、省エネを意識し

た勤務の推進 
4 

実績：職員の自己評価は平均 4 を上回ることができたが、電気の使用量は

前年度を上回った。 

今後の対応：職員の自己評価平均 4 を維持しつつ、前年度の使用量を上回

らないようする。 

米山小学校 

節電・節水等を意識した学校生活

の推進 
4 

評価：6 月、水漏れがあり水道使用量が上がる。修理を行ったことで改善

された。 

今後の対応：暖房使用時の取り組みにも力を入れていく。 

緑のカーテンの設置 5 
評価：計画どおり実施した。 

今後の対応：来年度も実施する。 

紙の使用量を減らす 4 
評価：会議などのペーパーレス化が少しずつ進んできている。 

今後の対応：今後も取り組みを継続していく。 

鯖石小学校 

職員の日々の勤務の中で節電を

意識した行動に取り組み、職場に

おける省エネルギー運動を推進

する 

5 

評価：28℃を超える日は、3 日にとどまった。扇風機のコンセントもこま

めに抜く学級がほとんどだった。 

今後の対応：節電の意識は高まっているが、調理場の関係で、相当な電力

を使用している。月ごとの電力量を子どもたちに示して、さらに意識を高

めさせたい。 
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 EA-28 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

鯖石小学校 

反故紙の再利用を一層推進し、紙

ゴミの量を減らし、資源の保護に

努める 

5 

評価：反故紙利用率がさらに上がるとともに、簡単にコピーミスを捨てず

に再利用する習慣が定着してきた。 

前年度の紙使用数との比較ができていないので、次年度以降は、使用量の

経年比較も取り入れながら、節約の意識を高めていきたい。 

北条小学校 

環境に関する学習を通して、エコ

や環境美化に対する意識を高め

る 

4 

実績：全校縦割り活動、4 年生総合的な学習・理科、環境委員会の取り組

みは順調で、環境美化の意識を高めることができた。 

今後の対応：環境教育の一環として、使用電力をおさえたり、ソーラーパ

ネルの発電量調査をしたりして、さらに意識向上に努める。 

高柳小学校 

省エネに向かって、学校の環境を

整える 
4 

評価：緑のカーテンはアサガオとヒマワリで 15ｍ育てた。 

今後の対応：来年度もアサガオとヒマワリで緑のカーテンに取り組む。 

児童、職員のエコに対する関心を

高め、組織全体で取り組む 
3 

評価：7 月～9 月の電気料、水道料を昨年より少なくした。 

今後の対応：使わない照明を消すこと、手洗いやうがいの際の節水により

エコ意識を高める。 

二田小学校 

紙の分別及びスクールオフィス

等を利用することにより、紙の無

駄をなくする 

3 

実績：反古紙の利用を意識してきたが、職員数が増えたこともあり、目標

達成には至らなかった。 

今後の対応：全職員で印刷物削減に取り組み、紙の使用量を 5％以上減ら

す。 

エコ強調週間を設定し、職員・

児童ともに、エコ活動に努める 
4 

実績：リサイクル活動が定着し、保護者・児童・職員のエコ活動への関心

が高まってきている。 

今後の対応：児童の主体的な活動を促し、年間を通じたエコ活動への取り

組み方法を考えていく。 

内郷小学校 

これまでの実績と児童の希望を

もとに緑のカーテンを設置する。

教務室の窓にはよしずを設置す

る 

4 
実績：秋以降の取り組みはなし。評価は中間期を継続。 

今後の対応：この活動は来年度も改善を加えて実施する。 

職場における省エネルギー運動

を推進し、節電を意識した行動

の振り返りのための強調週間を

設定する 

3 

実績：水道使用量が計画を超えた後は節水に努め、ほぼ計画通りで終了し

た。電気使用量もほぼ計画通りであった。ガスの使用量が計画を超えた。 

今後の対応：節水と節電に努める。また、暖房用ガスの使用も、無駄を出

さないように節約を心掛ける。 

スクールエコ運動を継続し、児

童のエコ活動に対する意識を高

めるための環境を整える。全校

の取り組みの様子と実態を基

に、児童会でも可能な範囲で取

り組みを行う 

4 

実績：空き缶回収量も例年並みであった。地域がリサイクルに協力的であ

る。児童も教室の電気をこまめに消している。 

今後の対応：今後も職員は早めの退勤を心掛けたり、児童下校後は、職員

室以外の暖房を消したりする。地域にエコ活動の協力を呼びかける。 

印刷ミスの再利用を一層推進

し、紙ゴミの量を減らすことで

紙リサイクルへの意識を高める 

4 

実績：使用済み紙類をリサイクルする姿勢が定着している。 

今後の対応：今後も余分な印刷をしないように、必要最小限の印刷枚数や

紙のリサイクルを徹底する。 
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＜中学校＞ 

所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

第一中学校 

えんま市後早朝清掃の活動者数

の確保 
5 

評価：早朝 5：00、全校生徒、柏崎小 6 年生児童・保護者、地域総勢 500

名を超える人数が集まり、清掃作業に真剣に取り組んだ。 

今後の対応：特になし 

資源回収の回収量の確保 5 

評価：9 月 30 日に予定通り実施した。7 月に一時案内、9 月上旬に 2 次案

内を出し呼びかけた。収益金は昨年度を上回ることができた。 

今後の対応：今年度の反省を次年度に生かしていく。 

超過勤務時間の削減による夜間

光熱費の削減 
3 

評価：達成できている職員もいるが、全体として達成状況は良くない。 

今後の対応：業務の精選、目標管理、スケジュール管理能力を高められる

よう工夫していく。 

第二中学校 

電気・ガス・水道の使用量を減ら

す 
3 

実績：電気量が昨年より多くなった。 

今後の対応：働き方改革を今後進めていく。 

両面印刷、印刷ミス減少、再利

用の増で用紙の使用量を減らす 
4 

実績：前年度をややオーバーした。 

今後の対応：印刷ミスの削減、予備紙の削減 

第三中学校 用紙の使用量を減らす 4 
実績：昨年度の使用量よりやや減少できた。 

今後の対応：これまでの取り組みを継続する。 

鏡が沖 

中学校 
電気・ガス・水道使用量の節約 4 

実績：降雪量が多いことから、ガス使用量が多かった。ガス漏れを心配し、

市役所に相談した。 

今後の対応：こまめな対応を行う。 

瑞穂中学校 

環境教育に関する授業時数を確

保する 
4 

評価：年間指導計画に基づき、予定どおり指導することができている。 

今後の対応：引き続き、年間指導計画に基づいて指導する。 

職員の最終退勤時刻を早くする 3 

評価：出退勤簿の記入により最終退勤時刻を意識しているが、20 時 15 分

までは達していない。 

今後の対応：部活動終了時刻が早まるので、効率よく仕事をして早く退勤

できるよう声掛けを続ける。 

松浜中学校 

大規模改修で電気の LED 化、セ

ンサーによる電気、換気扇作動、

教室のエアコン設置等となり、電

気・ガス・水道の使用量の節約を

する 

4 

実績：大規模改修によりエアコン等での使用が増えたが全職員で節約に心

掛けている。 

今後の対応：引き続き、節約に心掛ける。 

両面印刷、印刷ミス減少、再利

用の増で用紙の使用量を減らす 
4 

実績：各教室に反古紙回収箱を設置し使用している。 

今後の対応：無駄を省き、反古紙そのものがでないよう心掛ける。 

南中学校 

不必要な電気・水道の使用量を減

らす 
4 

評価：必要性を考えて使用している。 

今後の対応：冬の省エネについて指導する。 

ゴミの量を削減する 4 
評価：必要な紙資源の再利用を行っている。 

今後の対応：教職員もゴミの持ち帰りを行う。 

東中学校 廃棄物の排出抑制 4 

実績：ペーパーレスや反古紙の活用など職員の意識がより高まり、ゴミの

減量を全体で取り組んでいる。 

今後の対応：今後もさらに取り組みを強化し、子どもたちにも環境教育の

視点で指導を行っていきたい。 

第五中学校 資源ごみの分別回収の徹底 4 
評価：最終的に用務員による分別を実施し目標を達成している。 

今後の対応：職員や生徒の段階で 90％できるよう方策を考える。 
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所属名 環境活動目標 実績、今後の課題など 

第五中学校 環境教育（緑化）の充実 4 

評価：保育園児や地域の方とともに全校生徒で花いっぱい運動、また、2

年生技術科でトマト・スイカの栽培を実施し、植物に対する関心と育てる

意欲を高めた。 

今後の対応：一定の時期だけでなく継続して活動できるようにする。 

北条中学校 

環境型社会の形成への意識を高

める（ゴミの分別） 
4 

実績：職員室での職員への呼び掛けや生徒会整備委員会の呼び掛けを通し

て、意識を高めることができた。 

今後の対応：現在の対応を継続する。 

環境型社会の形成への意識を高

める（ゴミの分別） 
3 

実績：回収を継続することができた。 

今後の対応：引き続き整備委員会の呼び掛けを強化していく。 

高柳中学校 環境問題に対する意識を高める 4 

実績：不要な電気はこまめに消すよう心掛けた。移動教室時の暖房を消す

よう努めた。 

今後の対応：印刷時は古紙利用の励行を心掛けた。 

西山中学校 

省エネルギーの取り組みの実施 4 

実績：1 月末までの電気使用量は 65.656kwh で昨年度を基準とした目標

費の 75.9%であった。 

今後の対応：来年度も、電力の使用量の削減に向けた呼びかけと取り組み

を行っていく。 

コピー用紙類の使用量の削減 5 

実績：1 月末までのコピー用紙の購入量は、前年度実績の 79.7%であった。 

今後の対応：今年度の目標値である 86%を下回っており、今後も継続して

両面使用や反古紙の活用を呼びかけ実行していく。 

(10)環境問題に関する意識向上 

各所属で取り組む環境活動の他に、職員個人が取り組む「エコオフィス活動」について、評価を行っ 

ています。年 2回の評価とし、「概ね達成できた」職員の人数を記録しています。 

【項目ごとの「概ね達成できた」職員の割合】 

No 取組項目 割合 

1 離席時や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。 81.4% 

2 エレベーターの使用を控え、階段の使用を励行する。 91.0% 

3 ロッカー室や倉庫、トイレ等の照明は普段は消灯し、使用時にのみ点灯をしている。 97.7% 

4 
時間外実績が 

中間期：年間持ち時間の 50%を下回っている。年度末：年間持ち時間を下回っている。 
78.8% 

5 
市民や外部機関に公表する資料はホームページに掲載するなどして、冊子等の作成は必要最

小限の量となるようにする。 
92.8% 

6 
印刷物を刷るときは、ページ数や部数が必要最小限の量となるように考慮し、残部が出ない

ように配慮する。 
94.4% 

7 資料等は、必要なものを除き各人が保有せず、共有化を図る。 92.7% 

8 使い捨て製品(紙コップ、割り箸等)の使用や購入を控える。 92.3% 

9 
日常生活においても、物品購入時にはマイバックを持参して、不必要なレジ袋を受け取らな

い。 
61.1% 

10 各所属において、ごみの分別が徹底できるようごみ箱等に掲示を行っている。 96.9% 

11 
日常生活においても、軽微な移動であれば公共交通機関の利用や徒歩・自転車を使用するな

ど、自動車の使用を控えている。 
66.2% 

12 自動車の発進時にはふんわりアクセルを行っている。 目安：最初の 5秒で時速 20ｋｍ 92.5% 

13 短時間の駐車でも必ずエンジンを止め、アイドリングストップを行っている。 89.3% 
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5 内部環境監査 

EA21 の体制が正常に機能しているかを評価するために、年に 1回各所属から選出された内部環境監査 

員が実施します。 

(1)監査結果の概要 

監査期間：平成 29年 7月 3 日～7月 31日 対象所属：全 20所属 

(2)監査結果（A：適合 B：条件付適合 C：要改善 ―：該当なし） 

 

 

 

 

 

No 監 査 項 目 A B C 該当なし 

1 実施及び運用 

① 環境方針を容易に確認できるか 20 0 0 0 

② EA21の関連書類が、いつでも見ることができる状態となっているか 20 0 0 0 

③ 環境関連法規について、実績報告を行っているか 14 1 1 4 

④ エネルギー、水資源、廃棄物排出量、グリーン購入量等の毎月の実績入力が確認できるか 16 0 1 3 

⑤ エネルギー、水資源、廃棄物排出量に適切な目標が設定されているか 14 0 0 6 

⑥ 改正フロン法の内容を把握し、対応しているか 9 1 0 10 

⑦ EA21を始めとする環境活動について、職員間で話し合う機会を持っているか 19 1 0 0 

2 事務事業や施策の中で取り組む項目 

① 
環境目標・環境活動計画(様式 3-1)において、所属ごとの事務改善・施策目標の中から環

境目標を設定しているか 
18 1 1 0 

② 
環境目標・環境活動計画(様式 3-1)の目標が、毎年レベルアップしていく内容になってい

るか 
15 4 1 0 

③ 環境目標・環境活動計画(様式 3-1)の取り組み状況 17 1 0 2 

3 環境関連法規の遵守確認 

① グリーストラップの清掃記録が確認できる状態にあるか 0 0 0 20 

② 浄化槽の清掃記録が確認できる状態にあるか 3 0 0 17 

4 環境上の緊急事態への準備及び対応（消防署・消防本部・ガス水道局・クリーン推進課のみ） 

① 
事故等による油、化学物質の流出等を想定し、汚染が最小限の範囲で済むよう、緊急事態

時の対応計画書を作成しているか 
1 0 0 19 

② 事故及び緊急事態に備え訓練を実施し、その結果を記録しているか 1 0 0 19 

③ 
緊急事態の発生や訓練の後、対応策が効果的であったかどうかが検証され、必要があれば

改善が行われているか 
1 0 0 19 

5 保管・表示・管理の確認（産業廃棄物の処理委託を行っている所属のみ） 

① 産業廃棄物処理業者への確認を行っているか 0 0 0 20 

② 産業廃棄物管理票（マニフェスト票）の管理が徹底されているか 0 0 0 20 

6 環境教育の実施について 

① 業務・授業の中で、子どもたちに対して環境教育に結びついた取組みを行っているか 9 0 0 11 

② 子どもによる主体的な環境活動が展開できる仕組を構築しているか 9 0 0 11 

7 保管・表示・管理の確認 

① 
油や薬品等を保管している施設において、保管場所の表示と保管方法の遵守が徹底され、

保管量を管理しているか 
8 0 0 12 
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6 環境活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

柏崎市の環境政策④保育園へのエコ教室 

保育園の児童に対して出前授業を行っています。 

「エコって何だろう」「どんなことができるかな」 

という内容をクイズやお話を通して楽しく学んで 

もらう機会として人気の教室です。 

 

 

 

柏崎市の環境政策⑤緑のカーテン 

アサガオやゴーヤなど、つる性の植物を育てて 

自然のカーテンを作ります。夏場の室内の温度上 

昇を和らげる効果があります。 

市内の保育園や小学校、事業者など、毎年 90 

件近くの方から参加いただいているプロジェクト 

です。 

 

 

 

柏崎市の環境政策⑥使用済み天ぷら油の回収 

市では、家庭から出る天ぷら油の回収を行っています。 

回収されたてんぷら油は精製されて BDFに生まれ変わり、 

バスのガソリンの代わりなどに利用されます。 

  市内 5か所（高柳町事務所、西山町事務所、総合体育 

館、アクアパーク、クリーンセンター）で回収しています。 
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7 代表者による EA21活動の評価 
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EA-33 

 

地球温暖化を始めとする環境問題は、世界全体で取り組むべき喫緊の課題であ

り、その必要性は、今後ますます高くなっていきます。本市では、地球温暖化の

原因とされる二酸化炭素の排出量削減と職員の環境意識向上を目的に、平成１９

年度から、エコアクション２１に取り組んできました。 

取得当初は、エネルギー使用量の把握や節電・節資源といった行動に対して、

エコアクション２１のためという理由で半ば強制的に取り組まされた機運もあ

りましたが、１２年間継続したおかげで、現在では職員間に環境意識がすっかり

浸透した状況となりました。昼休みの消灯やコピーの裏紙使用、古封筒の再利用

やゴミの削減及び徹底分別などを誰もが当然のように行うようになり、目標設定

も削減目標から現状維持目標に変わったほどです。こういった取組の成果とし

て、取得当初からこれまでに、市役所業務で使用するエネルギー使用量全体を約

３割削減することができました。 

現在、市役所における温暖化対策目標は、省エネ法に規定される事業者として、

実績を伴う省エネ化と温室効果ガス排出量の削減に重点が置かれています。エコ

アクション２１の取組により、市役所の省エネ化は進んできたところですが、こ

れ以上の職員の心がけによる節電・節資源を中心とした削減では限界を迎えつつ

あるのも事実であり、施設の改修等によるハード面の整備に取り組むべき段階に

入っているといえます。 

本市では、平成２９年３月に改訂した「柏崎市地球温暖化対策実行計画」によ

り、温暖化対策推進本部を立ち上げ、公共施設の改修時において省エネルギー設

備や再生可能エネルギー設備を積極的に導入するよう検討を行う庁内体制を作

りました。 

また、平成３０年３月に策定した「柏崎市地域エネルギービジョン」において

は、再生可能エネルギー、次世代エネルギーの利活用を推進し、エネルギー関連

産業の参入や振興も視野に入れています。 

以上の状況を鑑み、柏崎市役所はエコアクション２１から「卒業」することと

し、これまで培ってきた省エネ意識は継続しながら、エネルギー使用量管理のノ

ウハウをいかしつつ、温暖化対策に取り組む事業者として、地球環境に配慮した

業務を目指します。 

 

 

 

 

 

 

柏崎市長 櫻井 雅浩 
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