
岩倉市環境基本計画の主要事業進捗状況一覧 環境審議会　資料２－１

29 30 31 32 33 実施の有無等 実績（実施内容） 実施効果 課題・問題点

自己評価
（５点満点）

上段：２９年度
下段：２８年度

計画
予算の
有無

４点

４点

３点

３点

４点

４点

３点

３点

４点

４点

４点

３点

４点

４点

「省エネナビ」などリアルタイムで電力使用量等
を測定し、ＣＯ２の排出量を見える化する測定
機器の普及を図るためのモニター事業や機器
の貸し出し事業等を実施する。

実施

環境保
全課

省エネに対する優秀な取組を実践した市民に
特典を与える制度（例えば、省エネによる電力
等の削減量に応じて市指定ごみ袋をプレゼント
するなど）を創設し、省エネ活動を普及する。

実施

年度目標 平成３０年度平成２９年度

実施 実施 実施 実施 有

№
環境基本計
画の方針

事業名

①市民
生活に
おける
温室効
果ガス
の低減

CO₂の「見える
化」機器等普及

促進事業

環境保
全課

　
１
　
低
炭
素
型
社
会
の
実
現

担当
部署

概要

リーディング事業の１つである「いわくら
クールアースプロジェクト」の次のステッ
プを実施する。

実施したも
の

HEMSの設置費に対する補助を行っ
た。
１基当たり設置費の1/4の上限1万
円。補助金予算額200千円（20件）

16件に対し、合計160千円の補助を
行うことができた。

HEMS等に補助を行うにあたり、補
助件数の予測が難しい。

引き続き、HEMSの設置費に対する補助
を行う。
補助件数は前年度実績を考慮して20件
とした。
１基当たり設置費の1/4の上限1万円。
補助金予算額200千円（20件）

実施したも
の

６月２４日（土）に実施し、サンドブラ
スト工芸教室に９２名（H28 102名）、
キャンドルキャンペーンに約１１０名
（H28 約160名）の方が参加した。

広く市民の方に節電意識や地球温暖
化防止の周知を行うことができた。

イベントに参加してもらうだけでな
く、イベントの趣旨である「CO2削減
による地球温暖化防止」などについ
て、より一層考えるきっかけとしても
らう必要がある。

実施したも
の

７月、８月に節電量に応じ、プラ袋を
プレゼントする「節電でリサイクル運
動」を実施した。

７月分、８月分合わせて、のべ157人
に対し2,886枚のプラ袋をプレゼント
できた。そのことにより、10,300kWhの
節電をすることができた。

プラ袋のプレゼント枚数を各月2,000
枚用意したが、7月は足らなくなり、8
月は余った。天候に左右されたこと
が大きいと推測されるが、ホーム
ページなどで節電への取り組みに
ついての周知内容を見直す必要が
ある。

無

2

1

3
CO₂削減ライトダ
ウンキャンペー

ン

環境保
全課

環境省が2003年度（平成15年度）から実施して
いる「ＣＯ２削減ライトダウンキャンペーン」の趣
旨に賛同し、2009年度（平成21年度）から市民
参加型の実行委員会方式で開始したサンドブ
ラスト工芸教室及びキャンドルキャンペーンを
実施する。

実施 実施 実施

4

地球環境にやさ
しい生活術・経
済活動術の普及
拡大事業（省CO
₂編）

環境保
全課

省エネや緑のカーテンの取組、再生可能エネ
ルギーの導入など、エコファミリーやエコオフィ
ス・エコ工場等として優秀な取組を実践してい
る家庭や事業者を表彰する制度の創設・運用
を通じて、地球環境にやさしい取組の実践の輪
の拡大を図る。

実施 実施 地球温暖化防止の一環として、夏
季の省エネルギーの対策に有効な
「緑のカーテン」を広く展開していくこ
とを目的に、コンテストを実施し、地
球温暖化の原因となっている温室
効果ガスの削減をするとともに、省
エネ行動への意識啓発を行った。
平成２９年度は　２５作品の応募が
あり、環境フェアにて最優秀賞の表
彰を行った。

地球温暖化防止の一環として、夏季
の省エネルギーの対策に有効な「緑
のカーテン」を広く展開でき、省エネ
行動への意識啓発を行うことができ
た。

公共施設での緑のカーテンの設置
個所数を増やすことが出来なかっ
た。
緑のカーテン以外の取り組みにつ
いても、検討していく必要がある。

公共施設での緑のカーテンは継続しつ
つ、実施施設の増加を図っていく。また、
緑のカーテンコンテストを継続実施す
る。
なお、緑のカーテン事業以外の事業に
ついても、施策１番の実施状況を注視し
つつ、情報収集を図るとともに、実施に
ついても検討していく。

実施 有

実施 実施

イベントの趣旨である「CO2削減による
地球温暖化防止」などについて、より一
層考えるきっかけとしてもらうため、子供
でも分かりやすいポスターやチラシを作
成し、掲示する。
今年度は６月２３日（土）に実施予定。

実施

有

補助金交付者に対し、クリーンエネル
ギーの利用促進と市民の環境保全
意識の高揚を図ることができた。

5
住宅用太陽光発
電システム設置
費補助事業

環境保
全課

クリーンエネルギーの利用促進と市民の環境
保全意識の高揚を図るために、自ら居住する
住宅に太陽光発電システムを設置する市民に
補助金を交付する。

実施 実施

実施 実施したも
の

補助を行うにあたり、補助件数の予
測が難しい。

引き続き、太陽光発電システム、HEMS及び
蓄電池への補助を行う。
【住宅用太陽光発電システム】
１ｋｗ当たり１６千円の上限５ｋｗ。
補助金予算額5，200千円（６５件）。
【HEMS】
１基当たり設置費の1/4の上限1万円。
補助金予算額200千円（20件）。
【蓄電池】
１基当たり設置費の1/4の上限10万円。
補助金予算額1,400千円（14件）

有実施 実施 実施 実施したも
の

住宅用太陽光発電システム以外に
HEMS及び蓄電池の設置費に対す
る補助を行った。
太陽光発電システム：交付者50名
（出力計307.89ｋW）、補助金交付総
額3,734千円
HEMS：交付者16名、補助金交付総
額160千円
蓄電池：交付者12名、補助金交付
総額1,200千円

7 農業フェア
商工農
政課

市内で生産される農産物を会場に展示し、農
業者間の親睦を深めるとともに、市民との交流
の中で地場農産業の振興を図る。

実施 実施 実施 実施

平成29年度と同様に計画している

有

有

実施 実施したも
の

野菜や名古屋コーチンなどの農産
物の直売を行った。
また、農産物品評会を実施し、その
出品物を即売会で販売した。

農産物の直売を行うことで、農家と消
費者の交流を行えたことに加え、地
産地消を行うことができた。

特になし。 平成29年度と同様に計画している。

商工農
政課

市内で多く栽培されている白菜・ねぎ・カリフラ
ワーに次ぐ野菜を農業の振興のために推進す
るもの。2006年度（平成18年度）から品目の選
定を行い、2008年度（平成20年度）からちっ
チャイ菜の研究を行っている。

実施 実施 特になし。実施したも
の

ちっチャイ菜生産者グループへ補助
金を交付し、ちっチャイ菜とカリフラ
ワーの振興に努めた。また、学校給
食でちっチャイ菜とカリフラワーを使
用してもらい、ちっチャイ菜とカリフラ
ワーの周知を行った。

補助金により、生産者へ種子を購入
し、生産への負担軽減を行うことで、
振興が図られたと考えられる。また、
学校給食で使用したことで周知も図
られた。

実施実施 実施

9 新ブランド野菜
研究事業
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実施 実施

10 レジ袋有料化事
業

環境保
全課

ごみ減量及び地球温暖化防止を目的として、
市内のスーパー、ドラッグストアと協定書を取り
交わし、レジ袋削減（有料化）を実施するもの。
2008年（平成20年）10月から実施。

実施 実施 実施 実施したも
の

市内8事業者9店舗で実施した。9店
舗平均のレジ袋辞退率は、目標値
の80％を上回る87.8％だった。

レジ袋辞退率が高水準で推移してお
り、マイバックを持参するという意識
が広く市民に浸透している。

レジ袋辞退率が横ばいで推移して
いる。

引き続きレジ袋有料化を推進するととも
に、事業者に対しては参加継続を働き
かける。レジ袋の有料無料にかかわら
ず継続してマイバッグを利用してもらえ
るよう市民には普及活動を実施してい
く。

無

13

③行政
の環境
配慮率
先行動
の推進

ノー残業デー
秘書企
画課

地球温暖化防止対策、ワーク・ライフバランス
の実現のため、毎週水曜日を「ノー残業デー」
と定めて、午後５時15分以降の残業を差し控え
るよう、全庁的に取り組む。

実施 無実施 実施 実施 実施 実施したも
の

毎月19日の「育児の日」に加え、毎
週水曜日に、庁内ネットワークの掲
示板等に、「ノー残業デー」に関する
情報を掲載することと併せて毎週水
曜日の定時後に「ノー残業デー」の
庁内放送を行い、定時退庁を呼び
かけた。また、「あいちワーク・ライ
フ・バランス推進運動」に賛同し、
「愛知県内一斉ノー残業デー」の11
月15日にも、定時退庁を呼びかけ
た。

実施 実施 実施

庁内ネットワークの掲示板への掲載
や庁内放送で継続的に周知すること
により、毎週水曜日が、「ノー残業
デー」、毎月19日が「育児の日」であ
ることの意識づけができた。

全職員が「ノー残業デー」や「育児
の日」に取り組む目的を理解する必
要がある。

「ノー残業デー」や「育児の日」に定時退
庁を徹底するため、引き続き職員に対
し、課長会等を通じて周知する。また、
愛知県が主催する「ワーク・ライフ・バラ
ンス推進運動」に引き続き賛同し、「愛知
県内一斉ノー残業デー」に取り組む。

実施したも
の

５月１日から10月31日までの期間を
「さわやかエコスタイルキャンペー
ン」と定め、勤務中や市が主催する
会議等において、上着を着用せず、
ノーネクタイでの服装を励行した。

5月から10月までの6か月間にわたり
「さわやかエコスタイルキャンペーン」
を実施することにより、長期間の地球
環境への配慮と省エネルギーの促進
を図ることができた。

カジュアルな服装を励行するもので
はないので、公務員として、市民に
不快を与えないものとするよう留意
する必要がある。15

さわやかサマー
スタイルキャン
ペーン

（さわやかエコス
タイルキャンペー
ン）

秘書企
画課

地球環境への配慮と省エネルギー促進を図る
ため、６月１日から９月30日までを「さわやかサ
マースタイルキャンペーン」とし、事務室等の空
調の適温化（冷房は28℃程度）、ノーネクタイ、
軽装化を進める。

実施 実施 地球環境への配慮と省エネルギーのさ
らなる促進を図るため、引き続き5月1日
から10月31日までの期間、勤務中や市
が主催する会議等において、上着を着
用せず、ノーネクタイでの服装を励行す
る。また、広報紙、市ホームページ、庁
内電子掲示板で周知する。

無

16 地球温暖化対策
実行計画の改定

環境保
全課

2012年度（平成24年度）を最終年度とした第一
次計画の見直しを行う。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

平成２５年度に策定した第２次岩倉市
地球温暖化対策実行計画の取り組みを
実施した。
・計画期間　平成２５年度から平成２９
年度まで
・削減目標　平成２４年度を基準年度と
し、平成２９年度までに温室効果ガス
５．０％削減
職員の意識付けを徹底するため、職員
提案を採用し、温室効果ガス抑制に向
けた取り組みである「エコチェック２３」に
ついて、①各課ごとに1項目強化取組項
目を設定し、実施、②「自分のエコチェッ
ク」取組を職員から募集、③雑がみ分
別状況の巡回をそれぞれ行った。

平成２８年度は、１．５％の削減に留
まった。
「エコチェック２３」の職員への意識付
けを行うことができた。

目標削減率、エコチェック２３の点数
がともに下がってしまった。引き続
き、職員の意識付けの徹底が必要
である。

第２次計画の期間が終了したため、第３
次計画を策定し、引き続き温室効果ガス
削減に向け、計画を実施していく。
「エコチェック２３」の徹底を毎月呼びか
けることを継続する。

無

17 環境に配慮した
庁舎管理

行政課

太陽光発電システム及び天然ガスコージェネ
レーションシステムと、環境負荷の少ない省エ
ネルギーシステムを導入している市庁舎の設
備を適切に維持管理することにより、環境に配
慮した庁舎の維持管理を進める。
また、岩倉市庁舎節電行動計画に基づき節電
を継続的に実施する。

実施 実施 実施 引き続き、環境に配慮した庁舎の維持
管理を進めるとともに、岩倉市庁舎節電
行動計画に基づき節電を継続的に実施
する。

有実施 実施 実施したも
の

市役所内の室温については、岩倉
市地球温暖化対策実行計画に基づ
き、夏季の冷房は28℃、冬季の暖
房は19℃の適温化に努めた。

平成29年度における買電電力量を基
準年度である平成22年度比9.66％の
削減ができた。

庁舎内において、夏季の冷房は
28℃、冬季の暖房は19℃の適温化
に努めることが構造上困難なフロア
があり、一律の対応が難しい部分も
ある。

リース契約終了後の取り扱いにつ
いて。

LED化を行った防犯灯の適正管理に努
める。引続き、新規設置する防犯灯につ
いては、LED灯を設置する。
平成36年度までのリース契約を締結し
ているため、契約終了までに、LED防犯
灯の修繕状況等も勘案して、対応策の
検討を行う。

有危機管
理課

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

平成２６年度に岩倉市防犯灯LED
化事業を実施し、市内全防犯灯を
LED化した。それ以降、新規設置す
る防犯灯もLEDのものを設置した。

ＬＥＤ防犯灯等の設置を進め、電気
使用量、CO２排出量の抑制を進め
た。

【削減効果：年間】
電気使用量：192,000kWｈ減
電気料金：599万3千円減
ＣＯ２排出量：106ｔ減

無 平成２8年11月に尾北自然歩道の
街路灯を全てＬＥＤに切り替えた。な
お、平成２４年度に全ての休憩所内
照明のＬＥＤ化を実施済み。

19

屋外公共施設に
おける省エネル
ギー機器等導入

事業

照明灯や防犯灯、公園灯などの深夜照明の利
用者の少ない時間帯における電気使用量を抑
制するとともに、一部の照明をＬＥＤに切り替え
ることでＣＯ２排出削減に取り組んでいく。

商工農
政課

特になし

無

2 / 11 ページ



29 30 31 32 33 実施の有無等 実績（実施内容） 実施効果 課題・問題点

自己評価
（５点満点）

上段：２９年度
下段：２８年度

計画
予算の
有無

年度目標 平成３０年度平成２９年度

№
環境基本計
画の方針

事業名
担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

３点

４点

４点

３点

３点

４点

４点

19

屋外公共施設に
おける省エネル
ギー機器等導入

事業

維持管
理課

照明灯や防犯灯、公園灯などの深夜照明の利
用者の少ない時間帯における電気使用量を抑
制するとともに、一部の照明をＬＥＤに切り替え
ることでＣＯ２排出削減に取り組んでいく。

実施 実施 実施 実施 道路照明灯、公園灯については故
障等で使用不可能な状態になった
時点でLEDへの更新とする。

引き続き、道路照明灯、公園灯につい
て、新設のものはＬＥＤを採用し、既設の
ものは故障等で使用不可能な状態に
なった時点でLEDへ更新していく。

無

実施 実施したも
の

道路照明灯を２基新設したことに伴
い照明はＬＥＤを採用した。また、道
路照明灯５基と２公園の公園灯９基
の灯具が故障したことに伴いＬＥＤ
へ更新した。

【削減効果：年間】
電気使用量
（道路）不明
（公園）3,066kWh減

導入した車両の低燃費性は効率的な
運用に役立ち、低公害性は環境への
負荷を減少する効果となった。

23
公用車の低公害
車化、エコドライ
ブの推進

行政課

公用車の利用の自粛、効率運用と適正運転の
実施により、燃料使用量の削減に取り組むほ
か、公用車の更新にあたっては、環境への負
荷の少ない低燃費、低公害車の導入に努め
る。

実施 実施

実施 実施したも
の

20年以上使用している公用車も存
在しており、計画的な更新が必要で
ある。

引き続き、公用車の利用抑制やエコドライブ
の励行に努める。20年以上使用している等
の公用車について、更新計画に基づき計画
的に更新する。平成30年度は、電気自動車
であるe-NV200を購入する。

有

実施 実施 実施 実施したも
の

エコドライブの励行について、岩倉
市職員交通事故防止アクションプラ
ンに記載し、職員に通知した。また、
公用車を更新する際に、環境に配
慮した低燃費、低公害車であるAD
バンを導入した。

公共施設における緑のカーテン設
置箇所数を増やすことが課題であ
る。
CO2削減量の把握方法の研究が必
要である。

引き続き、公共施設にて緑のカーテンを実施す
る。
公共施設における緑のカーテン設置箇所数を増
やすことに努める。
CO2削減量の把握方法を検討する。 有

行政課

夏のエアコン等の使用電力の抑制や環境学習
としての効果を図るため、遮光や断熱の効果を
持たせるため、ゴーヤ等のツル性の植物（ゴー
ヤ）を庁舎や学校施設、保育園施設、児童館
等の公共施設の窓や壁面を覆うように繁茂さ
せ、遮光や断熱の効果をもたせる。

実施 実施 実施

実施 実施

有

緑のカーテン事
業

25

実施 実施

環境保
全課

実施 実施 岩倉市婦人会と協働で、保育園（７
園）、児童館（６館）にゴーヤの苗の植
付けを実施した。また、市役所、市民プ
ラザ、自然生態園、清掃事務所、保健
センターにおいてもそれぞれゴーヤまた
は琉球アサガオの苗の植付けをし、緑
のカーテンを実施した。

夏のエアコン等の使用電力の抑制や
環境学習としての効果を図るため、
公共施設において遮光や断熱の効
果を持たせることができた。

実施

実施したも
の

市役所西側１階部分にゴーヤを、南
側1階部分にゴーヤと琉球アサガオ
を植え、緑のカーテンを実施した。

植物が自然に形成する影により、市
役所内の暑さ対策につながった。

特になし 引き続き、市役所西側１階部分と南側1階部
分にゴーヤと琉球アサガオを植え、緑のカー
テンを実施する。

実施 実施 実施したも
の

駐輪場の適正な利用を推進するた
め、駐輪場内の長期間駐車や通路
への駐車自転車等の対策を進め
た。

27 放置自転車等対
策事業

危機管
理課

岩倉駅、石仏駅、大山寺駅周辺の駐輪場の適
正な利用を促進するとともに、利用状況に応じ
てオートバイ等を含めた新たな駐輪場の確保
を検討する。また、岩倉市自転車等の放置の
防止に関する条例に基づき、公共の場所にお
ける自転車等の放置を防止する。

実施 実施 駐輪場内の整理・撤去等により施設
の活用促進を図った。

市営駐輪場の有料化やオートバイ
等を含めた新たな駐輪場確保に向
けた検討が引き続き必要である。

引き続き駐輪場の適正な利用を推進す
るため、長期間駐車や通路駐車対策を
続けるとともに、条例に基づき放置自転
車対策を実施する。

有

28 ユニバーサルデ
ザインの推進

秘書企
画課

人にやさしい街づくり計画等に基づく歩行空間
や公共施設のバリアフリー化、岩倉市ユニバー
サルデザイン振興指針に基づくユニバーサル
デザインの推進に努めていく。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

平成29年度に整備した五条川小学
校放課後児童クラブ施設は、福祉
避難所としての機能も考慮し、多目
的トイレ、スロープの設置をした。
小中学校でのユニバーサルデザイ
ン講座、車いすテニス体験交流会
のイベント運営などを支援した。

新規整備の五条川小学校放課後児
童クラブ施設は、バリアフリー化でき
た。
市内小中学校に通う児童・生徒がユ
ニバーサルデザイン講座を受講し、
ユニバーサルデザインの概念を普
及・啓発することができた。

ユニバーサルデザインの考え方が
広く市民へ周知されるよう、検討す
る必要がある。

引き続き、ユニバーサルデザインの考え
方が広く市民に周知されるよう、「いわく
ら・ユニバーサルデザイン研究会」の活
動を支援していく。

有

29 尾北自然歩道休
憩所整備事業

商工農
政課

尾北自然歩道休憩所施設の適切な維持管理
を行う。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

四季を通じて尾北自然歩道休憩所
が快適に利用できるよう、各休憩所
のトイレやベンチの修繕等を実施し
た。

五条川を散歩とする人などが利用し
やすい休憩所として、利用者の利便
性を向上することができた。

イタズラ等による休憩所施設内設
備の破損がある。

八剱憩いの広場フェンス嵩上げ修繕を
計画している。その他、随時必要に応じ
て修繕を行っていく。

有

30 尾北自然歩道道
路整備事業

都市整
備課

尾北自然歩道（五条川堤防道路）の舗装修繕
等、適切かつ計画的な維持管理を行う。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

堤防道路の舗装については現地調
査を実施、損傷の激しい箇所につ
いて修繕工事（1箇所、約630㎡）を
実施した。

特になし。自転車・徒歩で利用しやすい環境づ
くりを行った。

五条川堤防道路など、適切かつ計画的
な維持管理を実施する。
舗装修繕工事（180m、540㎡）を予定。 有

31 都市計画道路桜
通線整備事業

都市整
備課

桜通線（整備延長560ｍ）を整備する。 実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

当該路線の供用に向け、用地買収
（125.60㎡）を行い事業の進捗を
図った。

供用前のため効果不明。 今後は用地買収の難航（商業者、
高齢者）が予想される。

当該路線の供用に向け、引き続き用地
買収（300.97㎡）を行い事業の進捗を図
る。 有

32 保護樹等指定事
業

都市整
備課

市内には保護樹91本と保護樹林９箇所が指定
されており、市民の身近にある重要な緑となっ
ていることから、現在指定されている保護樹・
樹林の保全と共ともに、新規の指定にも努め
る。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

保護樹等について、剪定費に対す
る補助制度を設け、11件交付した。
また、倒木等による第三者被害に
対応するため、市が賠償保険に加
入するなど、維持管理に対する支
援に努めた。

維持管理に対する支援により保護樹
等の保全に寄与した。

剪定費に対する補助金は申し込み
が多く、予算の都合上、キャンセル
待ちをしていただくケースもあったの
で、補正予算で対応することも検討
が必要である。

昨年度と同規模で実施する。

有
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48

４点

５点

33 公共緑化事業
都市整
備課

緑豊かな生活環境を将来にわたり維持していく
ために、緑を新たに確保する目的で公共施設
や公園、都市計画街路の植栽帯等に植栽工事
を行なう。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

防災コミュニティセンターの既存の
緑地部分について、「ボックスウッ
ド」100本に植え替えた。

緑豊かな生活環境の景観形成に寄
与した。

平成29年11月11日に開催されたふ
れ愛まつりにおいて、ラズベリー300
本を配布した。

現在は新設ではなく補植が中心と
なっており、実質的な緑地面積の増
加には繋がっていない。

都市計画道路や公共施設を新設する場
合は植栽帯等を設置するなどして緑地
面積を増加させている。なお、平成30年
度も新設ではなく捕植を中心に実施し、
公共施設における緑地の維持を図る。 有

34
緑化木無料配布
事業

都市整
備課

ふれ愛まつりのオープニング時に市民に苗木
の無料配布を行い、緑豊かなまちづくりの主要
事業として実施する。

希望者に苗木を配布し育ててもらうこ
とで、緑を身近に感じてもらうきっか
けになった。

実施 実施 実施 実施 実施したも
の

実施 特になし 昨年度と同規模で実施する。

有

35

①廃棄
物の３
Rの促

進

親子ごみ探検教
室

環境保
全課

市内の小学校児童とその親を対象
にごみ減量、分別収集、リサイクル
の必要性を学ぶ環境教育の一環と
して、プラスチック製容器包装など
のリサイクル施設と小牧岩倉エコル
センターの見学を実施した。

Ｈ29.7.27実施　参加者24人

リサイクル施設やエコルセンターの見
学を通してごみ減量、分別収集、リサ
イクルの必要性を学ぶ環境教育の一
環とするとともに、本市環境行政への
理解と協力を呼びかける機会とする
ことができた。

岩倉市のごみの収集と処理、及び、資源物リ
サイクルの実態を、小学校児童とその親に見
学、体験学習してもらい、ごみ減量、分別収
集、リサイクルの必要性を学ぶ環境教育の一
環とし、また、本市環境行政への理解と協力を
呼びかける機会とするため、毎年７月下旬に市
内の小学生及びその保護者を対象として、ご
み及び資源の処理施設見学を実施する。

30名まで参加可能であるが、ここ数
年参加者が20名前後で推移してお
り、よりいっそうの市民への呼びか
けが必要である。

ガラスびんリサイクル施設とプラスチック
製容器包装のリサイクル施設と小牧岩
倉エコルセンターを見学する。

無

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

実施 実施したも
の

市内全28地区73箇所で実施した。 ごみ減量、資源化の推進に寄与する
ことができた。また、資源量は減少傾
向にはあるものの、ごみ排出量自体
も減少傾向にあるため、市民にﾘﾃﾞｭｰ
ｽ（排出抑制）が浸透してきていると
考えられる。37 分別収集

環境保
全課

限りある資源を有効に活用するため、月１回、
市内各地区にて資源物等の回収を実施する。

実施 実施 資源化量の減少の一因に、資源の
持ち去りや民間事業者による資源
回収がある。

継続して実施する。
資源の持ち去りに対しては、当日のパト
ロールを継続しつつ、日曜資源回収や
e-ライフプラザの活用を地区や市民に
呼びかけるなどして持ち去り被害を抑制
する。
民間の資源回収については、昨年から
実施している調査に必要なデータを今年
も業者に依頼する。

有

38 日曜資源回収
環境保
全課

平日の分別収集を利用できない市民のため
に、日曜日に分別収集の機会を提供する。

実施 実施 実施 引き続き月４回で実施していく。
市民からいただいた苦情を反映し、適切
な運用に努める。 有

実施 実施 実施したも
の

毎月第１・３日曜日に清掃事務所
で、第２・４日曜日に消防署東側防
災公園で実施した。
利用者の総数は11,298人であった。

多様化している市民のライフスタイル
に合わせ、排出機会を増やすととも
に資源の有効活用を図ることができ
た。

利用者数が増え続けており、混雑
時の対応に配慮する必要がある。

ごみ減量及び資源化の推進に寄与
することができた。

41 粗大ごみ有料戸
別収集事業

環境保
全課

粗大ごみの適正な処理と資源化の推進を図る
ため、家庭から排出される粗大ごみの回収を
有料で行う。

実施 実施

２
　
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築

実施 実施

実施

実施 実施 実施 実施したも
の

申し込み件数　1,788件
粗大ごみ個数　2878個
　　　　　　重量　63,970ｋｇ

さらに、細かな分別を進めていくこと
やその必要性への意識を高めるこ
とが今後の課題である。
教室でのリサイクルの推進に努め
る必要がある。

特になし。 継続して実施する。
粗大ごみの対象となるものや小牧岩倉
エコルセンターへの持込が可能であるこ
とについての市民への周知啓発を行っ
ていく。

有

42
学校における３R
の推進

学校教
育課

地域における３Ｒの推進と環境学習の観点か
ら、地域で実施する資源回収や環境美化活動
への協力や校内における紙ごみ等の排出抑制
を推進するとともに、家庭におけるアルミ缶や
ペットボトルキャップの回収を行う。

実施 実施

実施 実施 実施したも
の

　これまで同様の活動を計画している
が、資源の有効活用や３Ｒへの意識をさ
らに高める実践をしていきたい。

無

実施 実施 実施したも
の

ごみの分別を行い、地域で実施す
る資源回収に出すように努めた。ま
た、アルミ缶やプリンターカートリッ
ジの回収、裏紙利用やＰＴＡや児
童・生徒会等による資源回収を実
施した。
中学校では、生徒委員会を中心とし
たアルミ缶回収などの活動を行っ
た。

継続した活動を行うことで、児童生徒
の中に環境美化や資源保護に対す
る意識が根付いてきた。地域の方の
理解・協力も増えてきた。
五条川、矢作川清掃に部活動単位で
多くの生徒が参加した。

44 資源ごみ回収団
体助成金

環境保
全課

ごみの減量及び資源の有効利用を図るため、
資源の回収を推進する団体に対し助成金を交
付する。対象となる資源は、古紙類、布類で、
買取り価格が１キログラム当たり５円未満と
なった場合に、その差額分を交付する。

実施 実施 ごみの減量及び資源の有効利用を
図ることができた。

資源価格の上昇により民間事業者
の回収が増え、集団回収での資源
の回収量が近年減少傾向にある。

継続して実施する。実施 資源ごみ回収団体数　40団体
回収量（総量）　736ｔ
助成金総額　597,016円

有

実施

有

古紙と古着の日
環境保
全課

古紙・古着類を有効な資源として活用していく
ため、また、ごみ減量の一環として、月１回の
分別収集のほかに１日設け、回収を実施する。

実施 実施 実施実施 実施したも
の

17地区53箇所（年度末現在）で回収
を実施した。

ごみの減量及び資源の有効利用を
図ることができた。

民間での資源回収、地区での廃品
回収との併用、また地元役員の負
担の軽減等の観点から、実施箇所
数は減少傾向にある。

継続して実施する
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３点

３点

５点

５点

４点

４点
有

実施 実施したも
の

昭和橋下流の五条川左岸の緑化
ウォール（延長66ｍ×３段）におい
て、パンジー2,500株の植付及び維
持管理を「ふれあい花の会」に委託
して実施した。

この事業により本市のシンボルであ
る五条川の景観向上に寄与した。

特になし 昨年度に引き続き同規模で実施する。

平成29年度と同様に計画している。

有

64 緑化ウォール事
業

都市整
備課

五条川沿いの景観づくりとして、市民団体であ
る「ふれあい花の会」と協働して、東町地内の
五条川左岸の法面（護岸ブロック）に花苗の植
え付け及び維持管理を実施する。

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施したも
の

岩倉五条川桜並木保存会の会員と
協働で、桜への肥料の打ち込みを
年６回、不要枝・枯れ枝等の剪定を
年４回、桜に害を及ぼすキノコ類の
処理を23本実施した。
また、五条川流域の区と協働で、胴
吹き・ひこばえ切りを実施した。

貴重な観光資源である五条川の桜
並木を適正に維持管理することによ
り、桜を保存・育成・延命するととも
に、五条川近隣の快適な住環境の維
持管理に寄与した。

特になし

愛知県より、護岸工事の施工方法
の見直し作業が平成30年1月から
実施されており、その結果により事
業スケジュールが明確になる。

愛知県による詳細設計修正業務（H29か
らの繰越）を行っており、その結果次第
で一部工事に着手できる可能性があ
る。 無

63
桜管理等事業
（五条川桜の施
肥等）

商工農
政課

五条川桜の生育と保全のため、岩倉五条川桜
並木保存会と協力して、桜への施肥や枯れ枝・
腐朽枝、胴吹き・ひこばえなどの剪定を行う。

実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施したも
の

愛知県と事業推進に向けた協議。 整備前のため効果不明

岩倉の水辺を守る会に委託し、下
記事業を実施した。
・親子で竹林公園体験教室(5/21)
・水辺まつり(7/30)　・先進自治体視
察(9/10)・外来種調査（11/5、7）・ク
リーンアップ五条川(3/10)（親子魚
つり教室は、台風のため中止）
五条川下流部清掃を北名古屋市と
同日実施を計画し、市民団体ととも
に参加予定であったが、雨天のた
め中止となった。

次世代を担う子どもたちにふるさとの
自然のすばらしさや川との付き合い
方などを楽しく学んでもらうことができ
た。
五条川清掃について、雨天のため実
施できなかった。

外来種調査への市民参加が検討課
題である。
また、五条川下流部清掃の北名古
屋市との合同実施に向けて継続し
た調整が必要である。

引き続き岩倉の水辺を守る会に委託し、
各事業を実施する。
外来種調査への市民参加の方法を検討
する。
五条川下流部清掃の北名古屋市との合
同実施に向けて調整を行っていく。

有

62
多自然型河川整
備による五条川
護岸整備事業

都市整
備課

大市場橋南の堤防道路整備に合わせ、多自然
型工法による五条川の護岸整備を促進する。

実施

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

カメラを設置することにより、不法投
棄や集積場所へのマナー違反を抑
制する効果があった。

カメラの台数に制限があるため今後
地区からの要望が増加した場合の
運用が課題である。

カメラ台数の制限がある中で、出来るだ
け地区からの要望をかなえられるような
運用に留意する。

無

61

３
 

自
然
共
生
と
生
物
多
様
性
の
確
保

①自然
とふれ
あえる
場の保
全及び
創造

五条川親水事業
環境保
全課

次世代を担う子どもたちにふるさとの自然のす
ばらしさや川との付き合い方などを楽しく学ん
でもらうことを目的に、岩倉の水辺を守る会に
委託して水辺まつり等の各種イベントや五条川
の生き物調査、クリーンアップ五条川等の清掃
活動など多くの市民参加を得て継続的な河川
愛護活動を実施する。

実施 実施 実施 実施 実施したも
の

カメラ購入から年月が経ち不具合が
あったため、４台全ての修繕を行っ
た。
不法投棄防犯カメラを市内の各地
区等からの要望を受け、４台を運用
しながら設置した。

不法投棄回収一斉実施日を設け不
法投棄ごみの回収を行った。
実施日：H29.5.31
回収量：990ｋｇ（不燃ごみ）、その他
に缶・ビン等の資源、自転車・タイヤ
等あり。

ごみ不法投棄対策を集中的に行っ
た。
市民等に周知しながら実施すること
により、不法投棄を発生させない土
台作りに寄与している。

回収量を今後どのように減らしてい
くかが課題である。

警告看板、広報等を通じて周知啓発を
図りながら、引き続き実施していく。
一斉実施日（H30.6.6）

無

60 不法投棄防止防
犯カメラの設置

環境保
全課

不法投棄を未然に防止するため、人通りの少
ない農地や雑木林の周辺などに防犯カメラを
設置する。また、市内の各地域団体と連携し、
今後の防犯カメラ設置場所について検討を行
う。

実施

59 不法投棄監視
ウィーク

環境保
全課

不法投棄を発生させない環境づくりを強化する
取組として、５月30日（アダプトプログラムの日・
ごみゼロの日）から６月５日（環境の日）までの
１週間を「ごみ不法投棄監視ウィーク」と位置付
け、市民、事業者、市が一体となって、監視や
啓発活動など、ごみの不法投棄対策の取組を
集中的に実施する。

実施 実施 実施

実施

実施

51
生ごみ処理機購
入補助

環境保
全課

一般家庭から排出される生ごみの自家処理を
推進するため、生ごみ処理機（電動式に限る）
の購入について、購入額の1/2（最大20,000
円）を補助する。

実施 実施

実施 実施

有

実施 実施したも
の

5台（89,100円）の補助を行った。 一般家庭からの生ごみの減量に寄
与する。

購入した家庭でのごみ減量につい
て検証していく必要がある。

継続して実施する。実施

57
ごみ焼却施設の
整備

環境保
全課
（小牧
岩倉衛
生組
合）

1985年（昭和60年）から使用している現在のご
み処理施設の老朽化やごみの質的多様化等
に対応するため、2015年（平成27年）４月供用
を目途に高効率ごみ発電施設をともなう焼却
施設の整備を行う。

実施 実施

実施 実施 実施したも
の

有

実施 実施したも
の

小牧岩倉衛生組合負担金（建設費
負担金）における岩倉市負担分
　138,790,000円
既設工場棟の解体工事が終了し
た。

新ごみ処理施設の適切な運営及び
第２期工事（既設工場棟解体工事、
ストックヤード、計量棟等の建設）

特になし 第２期工事（ストックヤード、計量棟等の
建設）の適正な実施
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29 30 31 32 33 実施の有無等 実績（実施内容） 実施効果 課題・問題点

自己評価
（５点満点）

上段：２９年度
下段：２８年度

計画
予算の
有無

年度目標 平成３０年度平成２９年度

№
環境基本計
画の方針

事業名
担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

３点

３点

４点

４点

４点

４点

５点

５点

４点

４点

４点

４点

有

実施 実施したも
の

宿泊助成制度については、113人・5
棟の利用があった。
友好交流バス運行については、新
たな取組として、10月の九頭竜紅葉
まつり及び大野市街地への運行に
加え、6月に大野市六呂師高原にそ
れぞれ2台運行し、計167人の市民
が参加した。
また、大野市との合同企画で、平成
30年2月に大野市で1泊2日の婚活
イベントを開催した。

宿泊助成を通じて、大野市の豊かな
自然と岩倉市民が触れ合う機会を作
ることができた。
六呂師高原（6月）や九頭竜紅葉まつ
り及び大野市街地（10月）へ友好交
流バスを運行することで、美しい湧水
を守っている自然と調和した大野の
まちなみや、大野市民が触れ合う機
会を作ることができた。
また、合同婚活イベントを通して、こ
れまで交流事業への参加の少ない
独身の若い世代が大野市民と交流
し、大自然に触れ合う機会を作ること
ができた。

交流事業について、宿泊助成の利
用者が増加しないということが課題
となっている。
また、市民同士の交流を促進する
ための取組について検討する必要
がある。

宿泊助成利用者の増加を図るため、事
業について広報紙以外のよりよいPR方
法を検討する。
10月の友好交流バスの台数を1台増や
し、年2回計5台の友好交流バスを運行
する。

古代米からオーガニック米（あいちのか
おり）に変更し、新たな参加者の掘り出
しを行う。

有

78 友好交流事業
秘書企
画課

市民が豊かな自然と触れ合う機会を創出する
ために福井県大野市との友好交流事業の一環
として、年度に１回大野市内の宿泊施設を利用
する際宿泊費用の一部を助成する宿泊助成制
度や九頭竜紅葉まつりへのシャトルバスの運
行を行う。

実施 実施 実施実施

実施 実施 実施したも
の

農業体験塾は、参加者数31名で毎
週日曜日に活動を行った。稲作り農
業体験は、参加グループ数14グ
ループで田植えから稲刈りまで手作
業で行った。

市民に農業を体験してもらい、農業
への理解を深めてもらうことできた。

参加者が固定化している。

特になし。 引き続き実施していく。

有

76 農業体験事業
商工農
政課

農地の保全にあわせ都市住民に身近な自然
に親しんでいただくため、古代米を栽培する稲
作り農業体験と畑でいろいろな野菜を栽培する
農業体験塾を実施する。稲作り農業体験は田
植えから稲刈り・脱穀まで、農業体験塾は１年
を通して実施する。

実施実施 実施

実施 実施 実施 実施したも
の

岩倉ナチュラリストクラブと協働し、
ザリガニ釣り大会をはじめ６つのイ
ベントを企画し、、とんぼ池であそぼ
う（雨天中止）以外は実施した。合
計で１７８名の方が参加した。

親子で自然と触れ合う貴重な機会の
提供を行うことができ、市民の自然、
環境、生物多様性に対する関心を深
めてもらうことができた。75 自然生態園施設

管理事業
環境保
全課

岩倉ナチュラリストクラブと協働し、ザリガニ釣
り、植物や昆虫の観察会などを行い、親子で自
然と触れ合う貴重な機会の提供を行う。生物の
多数生息する自然生態園で実際に生物を見て
触り、市民の自然、環境、生物多様性に対する
関心を深めてもらうことを目的として実施する。

実施 実施

実施したも
の

農業委員会において年１回市内の
農地の利用状況調査を実施し、耕
作放棄地になっている農地の所有
者に対して利用意向調査を行った、
農協に情報提供してもよいと回答が
あった農地については、農協に情報
提供している

平成27年度に設立したJA愛知北岩
倉農地保全管理組合において、耕作
放棄地が数箇所が保全管理され、解
消された。

特になし。 平成29年度と同様に計画している。

無

有

73 農地バンク事業
商工農
政課

農地の効率的な利用を促進し、耕作放棄地の
増加を防止するため、農業委員会と連携し、実
施主体であるＪＡ愛知北の支援に努める。

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施したも
の

毎月１回農業委員会総会を開催し
て、農地法に基づく農地の権利移
動の許可等の法令に基づく業務を
実施している。

農地法に基づく農地の権利移動の許
可等の法令に基づく業務を実施でき
た。

特になし。 平成29年度と同様に計画している。

平成29年度と同様に計画している。
また、本年度農業振興地域の全体見直
しをおこなう。

有

72 農業委員会業務
商工農
政課

市町村に設置される合議体の行政機関であ
り、農業及び農業者の代表機関である農業委
員会において、農地法に基づく農地の権利移
動の許可等の法令に基づく業務を実施する。

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施したも
の

農業の振興を図るための農用地区
域への編入は行えていないが、農
地以外に活用するために、指定の
除外を行った。
また、本年度農業振興地域の全体
見直しに向けて基礎調査を行った。

指定の除外を行い、計画的な土地利
用を図ることで、土地を有効的に活
用できた。

農業の振興を図るための農用地区
域への編入を行うには、地権者の
同意が必要であるが、同意を得るこ
とが難しい。

特になし。 平成29年度と同様に計画している。

有

71
農業振興地域整
備事業

商工農
政課

農業生産の基盤となるべき農用地の確保、土
地基盤整備の計画的な実施及びその効果の
維持保全を図り、農業・農地の持つ多面的な役
割を活かすため、総合的に農業の振興を図る
必要がある地域の指定を行う。

実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施したも
の

園芸協議会の肥料・農薬購入とオ
ペレーターのコンバインの買換、認
定農業者のハウス修理に対して補
助を行った。

農家の財政的な負担軽減を行い、円
滑に農業経営を行えるようになった。
農業を引き続き行えるよう支援したこ
とで、農地の保全を行うことができ
た。

70 農業振興事業
商工農
政課

地産地消の推進や農地の保全など意欲ある農
業者の農業の振興に資する事業に対して補助
を行う。

実施 実施

実施したも
の

岩倉駅東西広場を中心に、花苗約
3,700株の植付及び維持管理を「ふ
れあい花の会」に委託して実施し
た。

四季を通じて草花を植栽することによ
り、岩倉駅周辺の景観向上に寄与し
た。

特になし。 昨年度に引き続き同規模で実施する。

有68
花のあるまちづく
り事業

都市整
備課

市民団体である「ふれあい花の会」等と協働し
て岩倉駅東西の周辺を四季折々の草花で彩る
ことを通じて、市の玄関口としての景観づくり及
び環境づくりの推進を図る。

実施 実施 実施 実施 実施
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29 30 31 32 33 実施の有無等 実績（実施内容） 実施効果 課題・問題点

自己評価
（５点満点）

上段：２９年度
下段：２８年度

計画
予算の
有無

年度目標 平成３０年度平成２９年度

№
環境基本計
画の方針

事業名
担当
部署

概要

４点

４点

４点

３点

４点

４点

５点

３点

３点

３点

４点

４点

４点

４点

３点

３点

検討したも
の

実績無し。 実績無し。 特になし。 五条川小学校に調整池を設置するため
の詳細設計を委託業務で実施予定

有

実施したも
の

北小ではクラブ活動で、南小では理
科や総合的な学習で、曽野小では
第１・２学年の生活科や第４学年の
理科で生物や植物の観察を行っ
た。

虫や植物の観察を行うことで、自然
に対する関心を高めることができた。

設備の老朽化に伴い維持管理が難
しい。
また、時期によって毛虫などの害虫
が発生したり、銀杏の実で児童がか
ぶれることが心配だった。

前年度同様に、生活科や理科での観察
に活用していく。

無

実施したも
の

限定的な取り組みではあるが、岩
倉水辺を守る会と協働で、外来生
物調査として五条川のカメの生息調
査を実施した。（外来種94.8％）

カメの生息調査を行うことにより、発
見された外来生物を駆除することが
できた。

限定的な取り組みとなっているた
め、本格的な実施が必要である。

限定的な取り組みとなっているため、本
格的な取り組み方法を検討する。

無

岩倉の水辺を守る会と協働で、外
来生物調査として五条川のカメの生
息調査を実施した（外来種94.8％）。
また、岩倉ナチュラリストクラブの協
力のもと「いわくら生き物見つけ隊」
と称して市民とともに生きもの調査
を行い、「いわくら生きものガイドブッ
ク」を作成した。

外来生物調査では、カメの生息調査
を行うことにより、発見された外来生
物を駆除することができた。「いわくら
生き物見つけ隊」として市民が参加し
た生きもの調査では、身近な自然に
どんな生き物が生息しているか知り、
生物多様性の重要性、生き物の生息
環境を守る大切さに気がつくことがで
きた。また、「いわくら生きものガイド
ブック」を作成することができた。

今後、外来種調査等について市民
参加が継続して行われるために
は、手法等の課題がある。

引き続き、岩倉の水辺を守る会と協働で
外来生物調査等を行う。
「いわくら生きものガイドブック」は市内各
小中学校や施設に配布する。

無

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

84
市民ぐるみの身
近な生き物調査
の実施

環境保
全課

地域の生態系のかく乱につながっている生物、
あるいはその恐れがある生物を生態系かく乱
指標生物として調査し外来生物と在来生物の
実態を定点的に観測する。

85 外来生物バス
ターズ事業

環境保
全課

農業関係者や行政だけでなく、市民も参加して
外来種の早期発見による生態系かく乱の未然
防止や外来生物の駆除作戦を展開する。

実施したも
の

五条川小では、岩倉ナチュラリスト
クラブの方に指導してもらい川の様
子や、生息している生物の種類を調
べた。
さらに、野外学習で長良川の支流
の小さな川でも調査を行い、比較す
ることができた。

自然に恵まれた山の中の川と町を流
れる川を比較することで、人間生活
が環境にいかに大きな影響力を持っ
ているかが理解できた。

特になし。 平成29年度の取組を継続する。

無

２年生の児童が、自然生態園にお
いて、自然観察を行ったり、ザリガ
ニつりを行うことにより、自然とふれ
あい、生活科の学習を深めた。

仲間と協力しながら楽しく活動に取り
組めた。ザリガニの生態に関する知
識を深めることができた。
また、自然とふれあう体験活動を通し
て、子どもたちの自然に対しての関
心や興味が高まり、観察する力や調
べる力が少しずつ育っている。

自然とふれあう体験活動を各学年
で計画しているが、活動場所への
移動や児童の安全確保へ向けた工
夫や対応が必要となる。

平成29年度の取組を継続する。

無

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

82
学校による生態
系の体験学習・
生物調査等事業

学校教
育課

第２学年の生活科の学習の一環で、ザリガニ
つりを行うなど、自然とふれあう機会を設ける。

83 水生生物調査
学校教
育課

身近な五条川の調査をすることにより、環境汚
染の程度を知り、自然との共生をする大切さと
生活環境の向上を目指すことを目的として実
施する。1986年（昭和61年）より実施。

実施したも
の

ヌートリアの捕獲申請者は10名で、
計21頭のヌートリアを捕獲した。
スクミリンゴガイは、農事組合と合
同で３回駆除を行った。また、農家
がジャンボタニシ駆除剤の購入をし
た際の購入費の補助を行った。

ヌートリア等の外来生物の駆除を行
うことで、農業被害の軽減へ一定の
効果が得られていると考えられる。

特になし。 平成29年度と同様に計画している。

有81
外来生物駆除事
業

商工農
政課

農作物や生活環境に被害を及ぼしているヌー
トリア、アライグマ、スクミリンゴガイ（ジャンボタ
ニシ）の駆除を行う。（ヌートリアとスクミリンゴ
ガイは市と協働して地域の農事組合で駆除を
行っている。）

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

86 学校ビオトープ
事業

学校教
育課

学校にあるビオトープを利用して、理科の学習
で植物の観察を行ったり、休憩時間中に水生
生物の観察をしたりすることにより、児童・生徒
の自然に対する関心の高揚を図る。

実施 実施 実施 実施 実施

実施

実施

87
③水循
環の構
築

地下水の有効利
用

上下水
道課

地下水は、自然界の循環型の資源であり、生
活する上で欠かせない大変、重要な資源でも
あるため、限られた資源の活用に向けて、今後
も地盤沈下防止に配慮しつつ地下水の有効利
用を図り、安全で安定できる水道水の供給に
努める。

88 雨水地下貯留施
設設置事業

上下水
道課

下水道（雨水）整備計画に基づき、10年確率
（63mm／時間）の降雨に対応できるよう、雨水
地下貯留施設の設置や排水路を整備すること
により、浸水被害を緩和し、安心して暮らせる
環境づくりを行う。実施計画期間は、2006～
2035年度（平成18～47年度）の30年間。

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施したも
の

深井戸１２か所を水源とし、市内１０
か所から配水を実施した。
自己水源の過大な汲み上げによる
井戸崩れがないよう、毎日配水量
の確認を行った。
水道技術管理者の資格取得者が平
成29年度末をもって定年退職するこ
とから、新たな職員が長期研修及び
実地演習に参加し、資格を取得し
た。

地下水の配水量は、1,707,406m3で、
配水量全体の31.98％であった。地下
水の有効利用が図れた。
水道技術管理者資格取得研修を始
め、水道事業に関連する各種研修に
参加したことで、技術、知識の向上が
図れた。

水源1か所について、水質の関係
上、水の供給を取りやめている。今
後の活用方法について検討する必
要がある。

設備等の点検や配水量の確認を引き続
き実施していく。
水道技術、知識習得のため、引き続き
研修に参加する。
水源の活用について検討する。

無
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29 30 31 32 33 実施の有無等 実績（実施内容） 実施効果 課題・問題点

自己評価
（５点満点）

上段：２９年度
下段：２８年度

計画
予算の
有無

年度目標 平成３０年度平成２９年度

№
環境基本計
画の方針

事業名
担当
部署

概要

３点

３点

３点

３点

５点

５点

５点

５点

５点

５点

５点

５点

５点

５点

４点

４点

４点

５点

実施 実施 実施したも
の

雨水貯留槽（雨水タンク）申請件数2
件、容量としては計421ℓ設置し、補
助金の交付金額は計80,000円で
あった。

市民の雨水の有効利用に対する意
識向上が図れた。

特になし。 引き続き、岩倉市雨水貯留施設設置費
補助金を継続する。

有

市民への周知啓発（広報、看板等）を図
りながら、引き続き実施していく。

有

有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

10月10日～11月12日実施。
145団体、のべ7,263人の参加が
あった。
市内一斉実施日：10月28日、ごみ
や資源の回収量4,300ｋｇ

幅広い市民や市民団体の参加と協
力により、市民との協働による環境
美化活動を実施することができ、併
せてごみの減量と資源化の啓発を図
ることができた。

ごみの減量につなげていく方法の
研究が課題である。

実施 実施したも
の

アダプトプログラム団体懇談会
(4/24)を実施した。アダプトプログラ
ムの日(5/30)を神野ふれあい広場
で行い、52人（13団体及び3個人）の
参加があった。平成２９年度末現
在、46団体、2,266人が里親登録し
ている。

市民が里親となって、身近な公共空
間である公園、道路等の公共施設の
美化、清掃について、ボランティアで
管理することにより、居住環境及び都
市環境に対する市民意識の高揚を
図ることができた。

登録団体の増加及び、市内全域へ
の拡大が課題である。

市民活動支援センターの例会でアダプト
プログラムについて周知する。

特になし。 引き続き実施する。

無

107
クリーンチェック
いわくら

環境保
全課

市民及び各団体の参加協力のもと、地域の環
境美化活動を行い、ごみ減量化・資源化の啓
発を図る。

実施 実施 実施

引き続き臭気指数規制による悪臭苦情
処理にあたる。
苦情主と発生者の理解を得るように努
める。

有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

公共施設、名鉄岩倉駅に連絡体制
について依頼した。平成２９年度
は、予報以上の発令はなかった。

連絡体制を設けることにより、光化学
スモッグによる市民被害を未然防止
することができた。

実施 実施 実施したも
の

臭気に関する苦情はあったが、測
定するまでには至らなかった。

より人の感覚にあった規制基準で、
測定する体制にある。

測定する場合、苦情に対して、臭い
のピークの時に採取する必要があ
るが、苦情主と発生者との両方の
理解の中での測定が課題である。

実施

104 光化学スモッグ
対策

環境保
全課

愛知県と連携し、光化学スモッグによる市民の
被害を防止するため、県が発令した予報等を
市内の各公共施設に伝達し、注意をうながす。
年度上半期は休日も連絡体制をとる。

106
アダプトプログラ
ム事業

環境保
全課

環境に対する市民意識の高揚を図ることを目
的に、公園や道路等公共施設の「里親」として
市民や団体等が登録し環境美化、清掃につい
てボランティアで管理する。

②快適
な地域
環境の
保全

航空機騒音の環境基準との適合状
況を把握することができた。

平成２５年度から評価指標が改めら
れ、現行器では旧基準による測定
値となっている。

新基準に対応している測定器の導入に
関しては、費用対効果の面から先送りと
し、引き続き現行測定器で調査を実施す
る。 無

103 臭気指数規制の
導入

環境保
全課

これまで採用していた特定悪臭物質濃度規制
に変わり、より人の感覚にあった規制基準であ
る臭気指数規制について、2013年（平成25年）
４月から導入する。

実施 実施

基準値内ではあるものの、苦情を
言われる方への、理解と対応が課
題である。

引き続き調査を実施する。
基準値内における苦情に対しては、指
導ができない旨、丁寧に説明していく。

有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

平成２９年度の調査においては、基
準内であった。

実施 実施 実施 実施したも
の

平成２９年度の調査においては、２
地点とも騒音・振動の要請限度及び
環境基準内であった。

岩倉市内の主要道路の騒音や振動
について、環境基準及び要請限度と
の適合状況を把握することができた。

101 騒音・振動測定
（道路）

環境保
全課

岩倉市内の主要道路の騒音や振動について、
環境基準及び要請限度との適合状況を把握す
るため市内２地点で測定調査を実施する。調
査地点は、主要地方道名古屋江南線鈴井町
地内及び主要地方道春日井一宮線東新町地
内。

実施

102 航空機騒音測定
環境保
全課

県営名古屋空港が近くに位置することから、環
境基準との適合状況を把握するため、東小学
校屋上に航空機騒音測定機を設置し調査す
る。

実施

実施したも
の

平成２９年度は水質調査を２回
(6/14、12/6）、健康項目調査を２回
(7/4、1/26）、流量調査を２回
(10/13、2/15）実施し、いずれの調
査においても基準値を達成すること
ができた。
毎年、尾張西部環境保全連絡協議
会において、合同で広域的な水質
調査を実施しており、岩倉市内でも
五条川を始めとして9ヶ所で調査を
実施している。

尾張西部環境保全連絡協議会の構
成自治体と、水質調査の結果を共有
することが出来た。

水質調査の結果によっては、原因
究明に努めることが必要となる。

引き続き調査を実施する。
更なる水質の向上に努める。

有

市に申立てのあった公害等苦情に
ついては、関係法令や当事者同士
の利害を調整し、処理にあたった。
平成２９年度実績７０件。

市内で発生する公害をはじめとする
各種苦情に対し、関係法令や当事者
同士の利害を調整することにより、市
民の生活環境の維持向上を図ること
ができた。

騒音や振動など県や市の条例に基
づく指導には、強制力はないため、
解決に時間がかかることが課題で
ある。
空地（雑草含む）の苦情の件数（32
件約46％）が増えており、土地の適
正管理を所有者等に促すことが課
題である。

引き続き、市に申立てのあった公害等苦
情については、関係法令や当事者同士
の利害を調整し、処理にあたる。
県や市の条例は強制力がないため、解
決に時間がかかる場合があることを説
明していく。

無

実施 実施 実施 実施 実施五条川待合橋付近は、愛知県が行っている環
境基準類型指定水域の環境基準地点でＥ類型
に指定されており、その基準値を達成している
かどうかについての調査を市内９地点で年２回
実施する。また、併せて健康項目や流量につ
いても調査しており、それぞれ年２回実施す
る。

実施 実施 実施 実施 実施

99 公害等苦情処理
環境保
全課

市内で発生する公害をはじめとする各種苦情
に対し、当事者同士の利害を調整し、市民の
生活環境の維持向上を図る。

実施したも
の

実施

実施 実施 実施

89
雨水貯留施設等
設置費補助金制
度

上下水
道課

2011年（平成23年）４月から開始した制度で、
降雨時における雨水流出抑制を図ることによ
り、浸水被害を軽減するとともに貯留した雨水
の有効利用を図ることを目的としている。公共
下水道の接続で不用となる浄化槽の転用と雨
水タンク設置に係る工事費を対象として、工事
費の４分の３に相当する額（容量により限度額
あり）の補助を行う。

4
　
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
向
上

100 水質調査委託
環境保
全課
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29 30 31 32 33 実施の有無等 実績（実施内容） 実施効果 課題・問題点

自己評価
（５点満点）

上段：２９年度
下段：２８年度

計画
予算の
有無

年度目標 平成３０年度平成２９年度

№
環境基本計
画の方針

事業名
担当
部署

概要

５点

５点

５点

３点

３点

３点

３点

３点

５点

５点

３点

３点

３点

３点

４点

４点

４点

５点

実施したも
の

市民団体等の代表者による実行委
員会形式で企画し、フェアを行った。
平成28年11月12,13日の２日間で実
施し、第４駐車場会場でのクイズ・
ゲームコーナーの参加者数は２日
間で881名であった。（1日目328人、
2日目553人）

ごみ問題や地球温暖化対策、生物多
様性など環境問題全般について市民
の理解を深めてもらうことができた。

イベント内容がマンネリ化しないよう
な工夫が必要である。

現行のイベント内容に修正を加えつつ、
同様に実行委員会形式で企画を行い
フェアを開催していく。
平成30年11月10、11日開催予定 有

有

122 環境フェア
環境保
全課

ごみ問題や地球温暖化対策、生物多様性など
環境問題全般について市民の理解を深めても
らうために、市民・事業者・市が協働して「市民
ふれ愛まつり」の中で各団体ごとのブースや
ゲーム、不用品バザー等を実施している。

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施したも
の

岩倉市違反広告物簡易除却活動団
体は５団体29名に登録していただ
いており、平成29年度ははり紙等24
件の除却を実施した。

簡易除却件数24件。
簡易除却活動団体と市による厳しい
取締りを行っているため、違反物件
の件数は年々減少している。

特になし 今後も引き続き、新規登録団体を増や
すなど違反広告物の撲滅に向けて努力
していく。

引き続き実施していく。
狂犬病予防注射をしていない飼い主に、
勧奨通知を出す。

有

120 屋外広告物取締
り事業

都市整
備課

道路上に繰り返し掲出されるはり紙、はり札、
立看板等の違反広告物など、まちの美観や車
両・歩行者の妨げとなる広告物について、違反
広告物除却団体と協力して除却を行う。

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施したも
の

開業獣医師に協力を得て、４月に市
内各地において集合注射を５日間
実施した。実績は２４１頭。また、市
内外の開業獣医師に狂犬病予防注
射済票及び鑑札交付の業務を委託
した。実績は狂犬病予防注射済票
が１１１５件、登録鑑札が８７件。
業務委託していない獣医師に対し
て、飼い主への市への手続きの働
きかけを依頼した。

狂犬病予防集合注射、狂犬病予防
注射済票及び鑑札交付業務の委託
により、市民の利便性を確保すること
ができた。
業務委託していない獣医師から飼い
主に、市への手続きの働きかけを
行ってもらっている。

依然、狂犬病予防注射接種率が低
い。

猫の会が面倒を見ている猫に対し
て、フン害などの苦情がある。
地域住民の理解が必要である。

引き続き実施していく。
苦情に対しては、猫の会とともに対応し
ていく

有

116 狂犬病予防注射
環境保
全課

狂犬病予防法の規定に基づき、毎年４月に市
内各地で狂犬病予防注射の運営を行う。また、
開業獣医師に狂犬病予防注射済票交付及び
鑑札交付の業務を委託する。

実施 実施 実施

引き続き実施していく。

有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

岩倉猫の会と協働し、市内に生息
する飼い主のいない猫の避妊・去
勢手術に対する補助を行った。実績
は避妊４２頭、去勢５０頭。

飼い主のいない猫の増加の防止に
寄与することができた。

し尿汲み取りを株式会社アイホクに
委託し処理している。また、浄化槽
法に基づく法定検査と浄化槽の保
守点検及び清掃が適正に実施され
るよう広報紙等で周知を行った。

水環境の保全及び住環境の向上に
寄与することができた。

し尿汲取り業務の制度について、変
更を含めた検討が必要である。
下水道の接続が進む中で、最後の
1件までし尿汲み取りを実施する必
要がある。
浄化槽の法定検査の受検率が低
い。

引き続き実施し、周知・啓発を行ってい
く。

有

実施 実施したも
の

スズメバチの駆除を株式会社フジ
環境サービスに委託した。実績は１
５件。

スズメバチによる市民の被害を未然
に防止することができた。

特になし。

実施

実施 実施 実施 実施

実施したも
の

実施実施

115 岩倉市地域ねこ
支援活動事業

環境保
全課

市民の快適な生活環境を守るため、市民団体
と協働して、市内に生息する飼い主のいない猫
（地域ねこ）の避妊・去勢手術に対する補助を
行う。

実施

113 し尿処理
環境保
全課

し尿汲み取りを業者に委託して実施し、また浄
化槽の清掃、保守点検が適正に実施されるよ
う周知・啓発を行う。

実施

実施したも
の

新築及び改築に伴う合併処理浄化
槽の設置を対象とした補助が、5件
あった。

水環境の保全及び住環境の向上に
寄与することができた。

既設の汲み取り及び単独処理浄化
槽から合併処理浄化槽への転換が
ほとんどない。

引き続き補助金を交付していくが、実績
が上がるよう周知していく。

有

広報や下水道工事説明会にて、制
度のPRを行ったほか、下水道接続
促進のための訪問調査の際に制度
の説明を行った。

平成29年度には1件新規利用があっ
た。

特になし。 広報、地元説明会で制度のPRを行うほ
か、岩倉市下水道排水設備指定工事店
を通じて引き続き制度の周知を行うこと
で下水道接続率の向上につなげていく。 有

実施 実施 実施 実施 実施

112
合併処理浄化槽
設置整備補助金
の交付

環境保
全課

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止す
るため、既設の汲み取りもしくは単独処理浄化
槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する市民
に対し補助金を交付する。

実施

114 スズメバチ等駆
除

環境保
全課

スズメバチの駆除を専門業者に委託し、スズメ
バチによる市民の被害を未然に防止する。

無

111 水洗化改造資金
利子補給事業

上下水
道課

下水道接続率を向上させるため、公共下水道
の接続に際し、必要な資金の融資をあっせん
する。

実施 実施 実施 実施 実施したも
の

実施 実施したも
の

全小中学校において、保護者も巻
き込んで学校周辺、通学班の集合
場所、通学路等の地域の清掃活動
を行った。

身の回りを自らの手できれいにしたこ
とで、町をきれいにする環境美化の
意識が高まった。

地域の環境美化に対する意識が二
極化しているため、日頃の清掃指
導を通して、美化意識を高めていき
たい。

昨年度同様に取り組めるようにする。

108 クリーンキャン
ペーン

学校教
育課

岩倉市が行っているクリーンチェックいわくらに
合わせて、児童・生徒や保護者が参加し、環境
美化の取組を行う。

実施 実施 実施 実施
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29 30 31 32 33 実施の有無等 実績（実施内容） 実施効果 課題・問題点

自己評価
（５点満点）

上段：２９年度
下段：２８年度

計画
予算の
有無

年度目標 平成３０年度平成２９年度

№
環境基本計
画の方針

事業名
担当
部署

概要

４点

４点

４点

３点

４点

３点

４点

３点

４点

３点

４点

３点

４点

４点

４点

４点

３Ｒをテーマとした市民活動団体
が、使い古した服やタオルなどを再
利用して作った布ぞうりを市内の園
児に贈呈する助成金事業を実施し
た。
お祭り広場の地盤改善に係る政策
提案制度の提案が１件あった。

園児やその親、保育に関わる人に、
物を大事にすることや、再利用するこ
とでごみを減らすことの大切さが伝
わった。
政策提案制度の提案については、提
案の趣旨を採択し、今後検討していく
こととなった。

今年度のような事業を継続して様々
な団体が行えるよう周知、呼びかけ
をしていく必要がある。

助成金を含めた市民活動の支援を継続
していく。

有

テレビ放送など山車のPRに努めたこ
とにより、市内外を問わずより多くの
人に本市の山車文化を紹介すること
ができた。
山車のパンフレットは山車の見学者
等へ配布し、説明資料として活用さ
れた。

市内においても山車文化に対する
認知度が低いと思われることから、
これまで以上に市内外へ広く山車
文化の周知する必要がある。

桜まつりの協賛事業として山車巡行及
び山車展示を行うとともに、地元の祭礼
である山車夏まつりの開催を支援してい

く。 有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

山車の巡行を継続していくために、
楫方、人形方、お囃子方の技術を
新しい世代へと継承していくことが
必要である。

マスコミ取材などに積極的に対応し、山
車文化の周知に努める。

有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

桜まつり協賛山車巡行の際、ケーブ
ルテレビの取材に対し協力したほ
か、山車巡行、山車夏まつりの際に
はホームページでの周知や、山車
パンフレットを配布するなど広く情報
発信に努めた。

実施 実施 実施 実施したも
の

桜まつりの協賛事業として山車巡行
及び山車展示を行うとともに、地元
の祭礼である山車夏まつりの開催
を支援した。

山車巡行・からくりの実演や展示を行
うことで、伝統文化の保存と継承を図
るとともに、テレビ等で紹介されること
で本市の山車文化を広く周知するこ
とができた。

135 市民活動助成金
事業

協働推
進課

地域が抱える諸課題の解決を図り、市民の福
祉向上やまちづくりに貢献するなど、市民活動
団体が主体的に取り組むモデル的な事業に対
して財政支援を行う。行政が抱えている課題を
テーマとして設定し、市民等から企画提案を募
る提案型協働事業制度の拡充を検討する。

実施 実施

133 山車展示・巡行
事業

生涯学
習課

岩倉市山車保存会による山車夏まつりを支援
するとともに、桜まつりの山車の巡行（揃い曳
き）と展示を行う。

134 山車映像情報発
信事業

生涯学
習課

山車のパンフレット作成や、映像を流すことに
よって山車のＰＲ・情報発信を行う。

実施したも
の

市指定文化財である山車の保全のた
め修繕に対して補助金を交付した。
大上市場 桶締太鼓修理
中本町　からくり人形等修理
下本町　格子棚修復
・郷土の偉人の遺徳を偲び織田伊勢守
信安公及び山内一豊公追悼会を開催し
た。

実施 実施 実施 実施 郷土の歴史的偉人の遺徳を偲び追
悼会を開催することで、岩倉にゆかり
のある二人の戦国武将の周知に繋
がった。
市指定文化財である山車の修繕に
対して補助金を交付し、山車文化の
保存と継承が図られた。

H4年に山車巡行が復活してから20年以
上が経過していることもあり、山車本体
の大規模な修繕が必要な時期となって
いるが、山車保存会の自主財源不足が
懸念される。
山車巡行の継続のため、保存会の会員
増加など、保存会自体の活性化が必要
である。

織田伊勢守信安公及び山内一豊公追悼会
及び桜まつり協賛山車巡行を実施する。
市指定文化財である山車等の適切な維持管
理のため、修繕に対して補助金を交付する。

有

市民の歴史学習の場として、史跡
公園維持管理を行った。
岩倉市文化協会の協力により、市
民茶会を4月29日に開催した。

史跡公園の管理を適切に行うことで歴史
学習の環境が整えられ、小学校の校外
学習や遠足、中学校の写生大会などに
利用された。
市民茶会では、歴史的建物の中で市民
が誰でも気軽に参加できる茶会を開催す
ることで、歴史文化に触れる機会を提供
した。

職員が常駐でないため、建物内の見学
の場合は対応時間が限られる。
平成29年度は復元竪穴住居の屋根押
さえ丸太が台風により破損したほか、経
年劣化により四ツ目垣も破損。茅葺屋
根の修繕が必要な時期が来ている。

史跡公園の維持管理を適切に行い、歴
史学習の場として活用を図る。
破損した復元竪穴住居の屋根押さえ丸
太、四ツ目垣の修繕。
文化協会の協力のもと、市民茶会を開
催する。

有

132 文化財保護事業
生涯学
習課

山車の展示・巡行・修復など市指定文化財の
保護。案内看板などの修繕。４月に織田伊勢
守信安公及び山内一豊公追悼会の開催。

実施したも
の

実施

実施 実施 実施 実施

郷土資料室、くすのきの家展示室で
常設の展示を行うとともに、生涯学
習センターギャラリーにおいて「昔
の冬のくらし展」と題した企画展を開
催した。またその内容を加筆修正し
たものを市ホームページ上でweb企
画展として公開した。

1月20日から30日までの間で企画展
を実施。来場者数313人。
常設展示、企画展示により、地域の
歴史や民具に対する知識を習得する
機会を提供した。

文化財の収蔵場所が不足している
他、収蔵場所が市内に分散してお
り、展示場所と離れていることから
展示作業の効率が悪い。
文化財に関して専門的な知識を有
する職員が必要である。

常設展示及び企画展を開催する。
文化財に関して専門的な知識を有する
職員の配置に努める。
文化財の収蔵スペースの確保に努め
る。
ホームページ上によるWEB企画展を公
開する。

有

131 史跡公園施設管
理

生涯学
習課

地域の文化や歴史とのふれあいの場である史
跡公園内を維持管理するもの。４月には市民
茶会を開催。

実施

郷土資料室に収蔵している民俗資
料のうち、データベース化されたも
のに関して、市ホームページにて公
開した。
岩倉民具研究会へ委託し、郷土資
料室に収蔵している民俗資料の整
理及びデータベース化を実施した。

郷土資料室に収蔵している民俗資料
を市ホームページにて公開したことに
より、展示スペースの関係上展示し
きれない貴重な資料を紹介すること
が出来た。また、整理及びデータ
ベース化を進めたことにより、収蔵品
の詳細の把握と今後の活用の幅が
広がった。

郷土資料室には、未整理の収蔵品
が多く今後も継続して整理及びデー
タベース化を実施していく必要があ
る。

郷土資料室に保管されている民俗資料
を引き続き整理し、データベース化を進
展させる。

有

実施 実施 実施 実施 実施

水生生物調査や、緑のカーテンづく
り、環境関連施設の見学など、それ
ぞれの学校の特色にあった環境教
育を実施した。
小学校２年生ではザリガニつりで自
然とふれあい、４年生では３Rを学
び、犬山浄水場、五条川右岸浄化
センター、小牧エコルセンター等の
関連施設を訪問し、環境に関する
学習を行った。

教室での学習に加え、実際に見学等
の体験をすることで、学習内容をさら
に深めることができた。
地球温暖化や省エネなどの問題につ
いて、各学年の発達段階に応じた環
境教育を推進できた。

どの学年も、行事に絡めて学習を
行っているが、事前・事後の学習時
間を確保するのが難しい。

平成29年度の取組を継続する。

無

実施 実施 実施 実施 実施

129 文化財展示・PR
事業

生涯学
習課

文化財や古民具等収蔵品の展示やパンフレッ
ト等を作成する。

5
　
協
働
に
よ
る
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

実施したも
の

実施したも
の

実施したも
の

実施 実施 実施

128 文化財データ
ベース化事業

生涯学
習課

指定文化財をはじめとする文化財と古民具等
収蔵品をデータベース化する。

127
学校における環
境教育事業

学校教
育課

子どもたちの環境保全やよりよい環境づくりが
できる態度と能力を育成するため、総合的な学
習の時間や理科等の教科の一環で、水生生物
調査やエコクッキング、緑のカーテンづくり、環
境関連施設の見学など、それぞれの学校の特
色にあった環境教育を実施する。

実施 実施

②環境
行動を
促す支
援の充

実
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29 30 31 32 33 実施の有無等 実績（実施内容） 実施効果 課題・問題点

自己評価
（５点満点）

上段：２９年度
下段：２８年度

計画
予算の
有無

年度目標 平成３０年度平成２９年度

№
環境基本計
画の方針

事業名
担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

5点

5点

無

実施 実施 実施 実施したも
の

災害時に太陽光発電の電力を使用
するために、関係部署の職員が機
器の切り替え操作説明を設置業者
から受けた。
発電量などを広報誌とHPでPRし
た。

CO2削減や地球温暖化防止に貢献
できる再生可能エネルギーの利用促
進を図ることができた。
災害時に太陽光発電で発電された電
力を、使用することができる状態で
あった。
災害時に太陽光発電の電力を使用
するために、機器の操作方法を学ぶ
ことができた。
「太陽光発電屋根貸し事業」をPRす
ることができた。
生徒、児童に対して、テレビモニター
による環境学習ができた。

参加者が市民活動に携わるような
働きかけ、携わりやすい環境づくり
が必要である。

同様の行事を継続して開催し、市民活
動団体や市民の相互交流を促進してい
く。広報紙やホームページ等を活用し、
広く周知していく。

有

太陽光発電屋根
貸し事業

環境保
全課

平成２６年度より、市内の公共施設の屋根を貸
出し、業者が太陽光発電を行い売電している。
貸し出した業者は、市の要請により、環境教育
など地域貢献を行う。災害時には、太陽光発電
で発電された電力を、市が無償で使用すること

ができる。

実施 実施 特になし。 「太陽光発電屋根貸し事業」の発電量な
どを広報等でPRする。
関係部署の職員が機器の操作説明を受
ける。

市民活動団体の活動内容や行政区等
地域団体の情報発信のさらなる充実を
図る。
ボランティア講座の開催を継続していく。

有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

「市民プラザまつり」や「65歳の集
い」「つつじ交流会」などの開催や、
まちづくりネットワークの活用を通し
て団体や市民との相互交流とマッチ
ングを図った。
「つつじ交流会」では、市民活動助
成金及びまちづくりネットワークの
活用実績報告会も行った。

市民活動団体の相互交流を促進し、
市民活動を多くの市民に知ってもらう
機会を提供できた。また、市民活動
助成金とまちづくりネットワークのＰＲ
ができ、関心を深めてもらうことがで
きた。

実施 実施 実施したも
の

市民活動団体との情報交換と交流
の場として、登録団体全体会を月１
回開催した。
広報紙に協働のまちづくりコーナー
を掲載しており、毎月様々な団体の
行事等の情報を発信した。
情報誌「かわらばん」の発行やメー
ル便の送付を毎月実施した。
全６回の連続講座としてボランティ
ア講座を開催した。

全体会において、出席団体同士で積
極的な意見交換や交流を行うことが
できた。
広報紙や情報誌を見て行事に参加
する市民が多数いた。
ボランティア講座では、市民活動団
体を講師に招聘したことで、受講者
のボランティアに対する意識向上だ
けでなく、団体活動の周知にもつな
がった。

全体会において、より多くの団体と
の情報交換、意見交換ができるよう
出席の呼びかけや参加しやすい環
境づくりが必要である。

137
まちづくり交流会
事業

協働推
進課
（市民
活動支
援セン
ター）

市民活動団体等の相互交流とマッチングを図
るための交流会、活動発表会を市民団体等と
の協働によって開催する。

実施 実施

136
市民活動支援セ
ンター

協働推
進課

市民活動団体の活動を情報収集するとともに、
ホームページや広報での情報発信を充実させ
ていく。また、市民活動団体への支援や市民活
動団体同士の交流ができるよう中間支援的な
役割が果たせるよう市民活動支援センターの
機能強化に努める。

実施
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