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1 - -

同じような施策が各部に散見さ
れる。特に重要な施策につい
ては、総合調整する方法を検
討する。（縦割り行政の弊害の
解消）

各課連携を取りながら、縦割り行政と
ならないように、検討します。

2 - -

資料「平成28年度予算化事業
一覧」に、参考に27年度予算を
記載し、大きな増減がある事
業の説明を付記すると理解し
やすい。

ご意見のとおり２年度での比較が出
来るようにします。

3 - -

平成２６年度での課題・問題
点、平成２７年度の計画が随
所に反映されていないのはな
ぜか。

事業が複数あることからすべての事
業に同時に取り組むのは難しく、優
先順位等を付け取り組んだもので
す。

4 - -
項目が多いので各課での取り
組みについて、重点説明が必
要と思う。

現在の主要事業進捗状況一覧は、
計画の方針別に記載していますが、
これを課別に記載することや、主要
事業で優先度が高いものをピックアッ
プし、選別した事業だけを進捗状況
一覧に記載し、審議していただくこと
が考えられます。

5 2 環境保全課

①当初予定より実績が大幅に
少ないが、問題点は何か。
②28年度計画でプレゼント数
を前年実績にするのは理解で
きない。
③周知方法等検討をして、市
民の参加を多くすることが重要
である。

①普段から節電しており、これ以上
の節電が難しかったこと、節電への
意識の高まりが、以前ほどなくなって
しまったこと、市民周知が十分でな
かったといったことなどが考えられま
す。
②初年度のプレゼント数を算出する
際に、他市の事例を参考にしました
が、時代背景（震災直後）、人口現状
等からの補正が甘く、過度に見込ん
でしまったものと反省しております。
③新たな周知方法を検討します。

岩倉市環境基本計画の主要事業進捗状況一覧に係る意見等について
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6 ４、２５ 環境保全課

①27年度実施した公共施設
名。
②公共施設に実施を義務付け
ては出来ないか。
（注）一宮市は「あいち森と緑
づくりの交付金（愛知県環境
部）」を活用する等積極的に取
り組んでいるので参考にされた
らよい。
③緑のカーテンコンテストは実
施主体は市か、市民団体か。
④26年度33作品、27年度23作
品、減少の原因は。

①保育園（7園）、児童館（第4児童館
を除く6館）、市役所、保健センター、
市民プラザ、自然生態園、清掃事務
所の18か所です。
②実地箇所を増やすよう努力しま
す。
③岩倉市です。
④苗や天候の影響により、生育が思
わしくなかったことや、周知不足も一
因になっているかと考えます。

7 6 環境保全課

①ＢＤＦの使用が出来る車種
は。
②売却量4,628ℓと使用量1,400
ℓの差は。経費面では。
③市内事業所・市民所有の車
には使用出来ないか。

①清掃事務所にあるパワーゲート式
ダンプ車１台です。（平成17年度以前
の軽油車のみに使用できるため）
②売却量は保育園など公共施設と市
民からの廃食用油であり、使用量は
公用車1台分の燃料のため、量の差
があります。売却は5円/ℓ、使用（購
入）は84円/ℓです。
③市で使用しているBDFは、平成17
年以前の軽油を使用している車種で
しか使用できないものであり、対象車
種が限られていること、また、確保で
きる量も少量で不安定であるため、ご
提案の件は考えておりません。

8 13 秘書企画課

①27年度の時間外勤務時間
数は、対26年度との増減状
況。

②職員意識の問題もあるが、
管理者の職員の勤務管理が
重要である。

③日常における時間外勤務の
承認はどのようにされている
か。

①平成27年度の時間外勤務時間数
は合計で30,212時間（平成26年度比
+2,561時間）でした。
②ご意見承りました。
③時間外勤務については、現在、時
間外勤務システムなどを利用し、あら
かじめ職員から時間外勤務申請し、
所属長はその勤務の必要性を確認
し、承認しています。また、勤務後に
ついても、職員からの報告に基づき、
所属長は内容など確認しています。
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9 14 秘書企画課

①「ノーカーデー」の職員意識
の高揚策としては良いが、通
勤手段の効果は難しい。（自動
車通勤承認・公共交通機関を
使用した場合の費用はだれが
支払うのか。）

②公用車の「ノーカーデー」を
実施する。公用自転車はある
か。

①職員の通勤手段については、通勤
届によりあらかじめ通勤方法及び通
勤経路を届出してもらい、岩倉市職
員の給与に関する条例に基づき、通
勤手当の月額を決定し、職員に支給
しています。よって、通常、自家用車
等にて通勤する職員が、ノーカー
デーの日に公共交通機関を利用した
場合の運賃については支払っていま
せん。
地球温暖化防止のため、市としても
「ノーカーデー」の取組をさらに進め
ていきたいと考えています。

②岩倉市全体で、公用自転車は３１
台保有しています。

10 16 環境保全課

①「実施効果」欄27年度の削
減率は。
②２７年度の「エコチェック２３」
の実施状況調書を配布された
い。
③昨年の審議会で多くの意見
が出されたが改善されたか。
④環境推進員・職員への周知
等の資料があれば参考に配布
されたい。

①②③平成２７年度実績は１１月の
公表に向けて、現在取りまとめ中で
あり、削減率はまだ出ていません。
④別紙のとおりです。

11 18

①公共施設で太陽光発電装置
が設置可能なところはあるか。
（費用対効果から難しい面もあ
るが。）
②今後新設される施設はどう
か。（給食センター）

①現在のところ、設置を検討している
施設はありません。また、物理的（耐
震強度的）に設置可能な施設は、保
健センターがあります。
②新給食センターには、３０ｋｗの太
陽光発電設備を設置予定です。

12 19
公共施設の室内照明のLED化
の現状と計画。

現在、室内照明をLED化している公
共施設はありませんが、市庁舎は一
般的な蛍光灯より節電効果の高い蛍
光灯を使用しています。また、工事中
の新給食センターの室内照明は、
LED照明になる予定です。他の施設
は、今のところ計画はありません。
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13 23 行政課

公用車の利用抑制の具体的な
施策は。
例：「利用許可簿」、「利用記録
簿」等に記入させているか。

公用車の利用抑制の観点から、電動
アシスト式自転車を２台購入するとと
もに、各課で計１２台の自転車を購入
しています、これを利用することで、
庁舎から近い場所につきましては、で
きるだけ自転車を利用して出かける
ようにし、公用車の利用抑制に取り
組んでおります。
なお、職員は、公用車を利用した都
度「公用車利用簿」を記入し、利用日
時、行き先、利用目的、走行距離など
を記載しております。

14 35、36 環境保全課

参加者が少ない原因と対策
積極的に市民・各区長・市民団
体等に周知しては。（例：市民
活動支援センターの登録団体
へのメール便等を活用）

・「親子ごみ探検教室」のここ数年間
の参加者数は30名の募集上限に対
して15名前後で推移していますが、こ
れは小牧岩倉衛生組合の施設更新
に伴い見学先の目玉であった清掃工
場の見学が、工事中であるためでき
なかったことが主な原因と考えられま
す。昨年度から新しい清掃工場の見
学が可能となりましたので、今後はそ
の点を強くアピールして参加者数の
増加につなげていきたいと考えます。
また、毎年同じコースにならないよう
見学先を入れ替えるなどの工夫もし
ていきます。
・「大人の社会見学」は環境関連の市
民団体を対象に希望を募りますが、
環境フェアの参加団体等市と関連の
ある環境団体への声かけやご提案
のありました市民活動支援センター
に登録している環境関連団体も対象
として検討いきます。

15 50 商工農政課

利用状況の把握は出来ない
か。
単に「意識の高揚・消費生活の
向上」では、施策としてどうか。

平成27年度実績
「譲ります」登録８、成立３
「あげます」登録３６、成立１７
「求めます」登録６２、成立３
計　登録１０６、成立２３となります。
大きく言えば、循環型社会形成に役
立ったということではありますが、身
近な表現として、データバンクへ登録
された人、利用した人の３Rの意識の
持ち方について、記述しています。
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16 60 環境保全課
効果がある施策は重点的に取
り組むべきではないか。
２８年度予算要求はされたか。

新たに要求するための予算の要求は
しておりません。
本事業については、現在あるカメラの
台数の中で、重点的・効率的に運用
しているところです。
今後の地区からの要望や不法投棄
の状況を把握していきながら適正な
台数については、判断していきます。


