
岩倉市環境基本計画の主要事業進捗状況一覧

30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

４点

４点

－

３点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

廃食用油の精製業者への売却を継続
する。

無実施

売却
のみ

実施

売却
のみ

実施したも
の

給食センター、各保育園及び一般
家庭で生じた廃食用油をＢＤＦに精
製する業者に売却した。市の公用
車への燃料としての使用は、公用
車の不具合が生じたためH28末で
廃止した。

地球温暖化防止と循環型社会形成
への一助とすることができた。

市において、BDFを使用する公用
車がなく、他の利用方法もないこ
と。

補助を行うにあたり、補助件数の予
測が難しい。

次の内容で、住宅用地球温暖化対策設
備設置への補助を実施する。
【住宅用太陽光発電システム、HEMS、
蓄電池の一体的導入】
１件当たり設置費の1/4の上限17万円。
補助金予算額1,700千円（10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140千円（14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1,200千円（12件）
【燃料電池（エネファーム）】
１基当たり設置費の1/4の上限10万円。
補助金予算額1,500千円（15件）

有

6 廃食用油回収事
業

環境保
全課

地球温暖化防止と循環型社会形成に向け、給
食センターや各保育園で生じた廃食用油を
カーボンニュートラルであるバイオディーゼル
燃料（ＢＤＦ）に精製する業者に売却し、ＢＤＦを
市の公用車の燃料として使用する。

実施

売却
のみ

実施

売却
のみ

実施

売却
のみ

実施 実施 実施 実施したも
の

住宅用太陽光発電システムのほか
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62人
（出力計316.04ｋW）、補助金交付総
額4,400千円
HEMS：交付者13名、補助金交付総
額130千円
蓄電池：交付者20名、補助金交付
総額2,000千円
また、地球温暖化対策設備の設置
に補助を行っている自治体から情
報収集を行い、対象事業見直しの
検討を行った。

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

実施したも
の

広報紙2月号の特集記事で、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等、効果的に
実践している家庭をエコファミリーと
して紹介した。
緑のカーテンコンテストを実施し、
市民の皆さんに温室効果ガス排出
量の削減に取り組んでもらい、省エ
ネ行動への意識啓発を行った。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。

市民の環境保全意識の高揚を図る
ことができた。
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。

現時点では1度の特集記事の掲載
のみであるため、今後の取組内容
の検討が必要
コンテストの応募数が伸び悩んで
いる。

今後の取組内容の検討を行う。
コンテストの実施を継続する。

有

有

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CO₂
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 実施 実施 実施

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

実施予定なし

実施 実施 実施したも
の

6月23日（土）に実施し、サンドブラ
スト工芸教室に98人（H29は92人）、
キャンドルキャンペーンは70人
（H29は110人）が参加した。

節電や地球温暖化防止への意識を
市民や参加者に啓発することができ
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。

6月22日（土）に実施予定
イベントの趣旨である「CO2削減による
地球温暖化防止」について、一層考え
てもらうきっかけとなるよう、啓発するこ
とを意識した会場づくり、啓発物の配置
に配慮する。

実施（検討）
しなかった
もの

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ため、当該
事業の実施は終了→事業No.4

実施したも
の

HEMSの設置費に対し13件、計13
万円の補助を行った。

HEMSを設置することにより、ＣＯ２の
排出量などを「見える化」することが
でき、より効率の良いエネルギー使
用に寄与することができた。

HEMS等に補助を行うにあたり、補
助件数の予測が難しい。

HEMSの設置費に対する補助を行う。
１基当たり設置費の1/4の上限1万円。
補助金予算額は140千円、補助件数は
実績を考慮して14件とした。 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

　
　
　
低
炭
素
型
社
会
の
実
現

年度目標 令和元年度平成３０年度

実施 実施 実施 実施

担当
部署

概要

「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

優秀な省エネ実
践市民特典制度
事業

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。

未実施

資料　２－１

（１）
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30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

３点

３点

４点

４点

１点

１点

３点

３点

３点

３点

４点

４点

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ヶ月間にわたり
「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、

引き続き実施する。

無

無

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 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。 無

14 ノーカーデー
秘書企
画課

温室効果ガス排出量の削減を図るため、毎月
第１水曜日を「ノーカーデー」と定めて、全職員
がこの運動に取り組む。

実施 実施

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14日にも、定時退庁を呼びかけ
た。

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

12

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CO₂
編）【再掲】

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。

未実
施

11

②事業
活動に
おける
温室効
果ガス
の低減

中小事業所への
環境技術移転等
推進事業

環境保
全課

省エネ等のエコな取組を実践していくノウハウ
等や技術等の移転を行なっていく機会として、
効果的な取組を行なっている事業所等の取組
を紹介する報告会等を開催する。

未実
施

検討 検討 検討

有10 新ブランド野菜研
究事業

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 実施実施 実施 特になし。

実績なし。 企業を対象に国や県の行っている
環境マネジメントシステムの認証等
について、企業を支援する取組方
法について検討する必要がある。

継続的に周知はしているが、「ノー
カーデー」の徹底が十分にできてい
ない。

温室効果ガス排出量の削減を図るた
め、引き続き職員への周知に努める。
また、愛知県が主催する「エコモビ実践
キャンペーン」に引き続き参加する。

実施したも
の

ちっチャイ菜生産者グループへ委
託料を払い、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。

委託料から種子を購入することで生
産者の負担軽減を行い、生産者グ
ループの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。

平成31年度からは事業名をブランド野
菜研究事業に変更する。

国や県主催の環境マネジメントシステム
のセミナーや講習会の情報について、
把握し広報の仕方について検討する。

実施 実施 実施 実施したも
の

毎月第１水曜日の前日に、庁内
ネットワークの掲示板に、「ノーカー
デー」に関する情報を掲載し、通勤
手段を公共交通機関等に切り替え
ての通勤を励行した。また、愛知県
が主催するエコ通勤を中心とした
「エコモビ実践キャンペーン」に参加
し、庁内ネットワークの掲示板で呼
びかけをした。

庁内ネットワークの掲示板に、継続
的に周知することにより、毎月第１水
曜日が「ノーカーデー」であることの
意識づけができた。

実施（検討）
しなかった
もの

事業No.4と同じ

実施したも
の

毎週水、土曜日、12時30分から16
時30分まで開催した。

野菜の広場を開催することで、農家
と消費者の交流ができたうえ、地産
地消を推進することができた。

野菜の広場の会員が減少及び高
齢化してきており、今後、出荷量の
減少が予想される。

出荷量の減少を少しでも食い止めるた
め、新規の会員獲得と農協の産直部会
員等の農家に入会を勧める。

無

無

9 野菜の広場運営
事業

商工農
政課

農家と消費者との交流の場として、生産者の
顔が見え、安心して野菜を購入してもらえるよ
う岩倉駅東西地下連絡道で毎週水・土曜日の
午後に開催している。

実施 実施 実施 実施 実施

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
消費者の交流ができたことに加え、
地産地消を推進することができた。

特になし。 野菜や名古屋コーチンなどの農産物の
直売を行う。
農産物品評会を実施し、その出品物を
即売会で販売する。

無

8 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

実施 実施したも
の

年度当初は市内小売店7事業者8
店舗で実施した。年度途中よりスー
パーヤマト岩倉店が閉店にともな
いレジ袋有料化取組参加店から除
名し、7事業者8店舗で実施した。
8店舗平均でのレジ袋辞退率は、
目標値80％を上回る88.8％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
いること。

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。

7 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

2 / 17 ページ



30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

３点

３点

４点

４点

５点

５点

４点

４点

－

－

４点

４点

４点

４点
無

実施 実施したも
の

照明のスイッチ、トイレ等に節電・
節水の表示をするとともに、校内掲
示板への環境保全のポスター掲示
や子どもたちに声かけなどをして節
電・節水の意識づけを図った。

節電・節水を目指して、様々な場面
で呼びかけたことにより、児童生徒
や教職員の節電・節水の意識が高
まった。

より推進を図るために削減効果が
目に見える形になると良い。プール
の水質を安定させることと、水の使
用量を抑制させるバランスが難し
い。

平成30年度までの活動に継続して取り
組み、今後も日常生活において節電や
節水に努めていく。

無

21
学校における節
電等の省エネ活
動の推進

学校教
育課

省エネルギーの推進として、使用する機械や、
スイッチに節電・節水の表示をし、意識して使
用できるようにしていく。
省エネルギーの推進と子どもたちの環境意識
を高めることを目的として、常時活動として節
電・節水に取り組む。

実施 実施 実施 実施

- -

平成２８年度に実施済み

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

20
水道施設（配水
ポンプ設備）の更
新

上下水
道課

水道設備の省エネ化を図るため、更新時期に
合せて計画的に、配水場にある配水ポンプ設
備を省エネタイプのものに更新していく。 - - -

- -

実施 実施したも
の

5公園の13基の灯具が故障したこと
に伴いLEDへ更新した。また、道路
照明灯について、1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)3,371ｋWｈ減

- - -

実施

無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

商工農
政課

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のもを設置した。

LED防犯灯の設置を進め、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

実施（検討）
しなかった
もの

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。

リース契約終了後の取扱いについ
て。

LED化を行った防犯灯の適正管理に努
める。引き続き、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

無

危機管
理課

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施したも
の

平成30年度
売電金額　231,336円
発電量　45,597ｋｗｈ

空調利用電力より発電された電力の
方が多かったため、余剰分を売電す
ることができた。

気候等により太陽光発電の数値が
変動する。

引き続き、余剰分を売電する。

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とともに環境に
配慮した庁舎の維持管理を進める。

有

18
さくらの家新エネ
ルギー導入事業
（太陽光発電）

長寿介
護課

多世代交流センター「さくらの家」の屋上部分
に導入した43.47kwの太陽光発電設備を適正
に維持管理し、発電した電力は館内消費電力
の一部として使用し、余剰が発生した場合は
中部電力㈱に売電する。

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施したも
の

庁舎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30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
7.01％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部分
があり、一律の対応が難しい部分
もある。

職員の地球温暖化防止の意識を
更に高めていく必要がある。
排出量を確実に削減する手立てに
ついて検討する必要がある。

　第3次計画を実施する。
　「エコチェック２２」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雑がみ分別状況の巡回を継続
し、温室効果ガス削減に関する「階段へ
のメッセージ表示」を実施する。

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

実施 実施 実施 実施したも
の

　第2次計画の期間が終了したた
め、第3次計画を策定した。
・計画期間　平成30年度から令和4
年度までの5年間
・目標　平成29年度を基準年度と
し、令和4年度までに排出量を基準
年度以下とする。
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雑がみ分別状況の巡回をそ
れぞれ行った。

「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。
平成29年度は、平成24年度比で
9.5％の増加となっている。

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
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30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

３点

３点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

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、八剱憩い
の広場フェンス嵩上げを始め、各休
憩所のトイレや雨樋の修繕等を実
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。

随時、必要に応じて修繕を行っていく。

有

無

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 実施したも
の

平成30年度に整備した川井児童遊
園のトイレはユニバーサルデザイ
ンの考えのもと、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。

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。

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。

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 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。

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。

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 実施

- - -

平成28年度完了

緑のカーテンが窓を覆い、室内が
暗くなり電灯をつける必要があるた
め、設置場所に苦慮する。場所に
よりゴーヤの成長があまりよくな
かったところがあった。

より多くの児童がつる性植物と関わりあ
える環境をつくり、植物の育成や緑の
カーテン作りを実施していきたい。

無

26

④環境
負荷の
少ない
都市づ
くり

都市計画道路北
島藤島線整備事
業

都市整
備課

都市計画道路北島藤島線（整備延長610ｍ）を
整備する。

- -

実施 実施 実施 実施したも
の

南小・東小・曽野小・岩中・南中で
ゴーヤや朝顔等のツル性の植物で
緑のカーテンを作り、遮光や断熱効
果を図った。

緑のカーテンによる遮光や断熱の効
果が得られ、環境学習の一環として
の教育効果を感じることができた。
岩中での琉球スズメウリは視覚的に
大変かわいらしく、生徒が興味を持
つことができた。

学校教
育課

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

緑のカーテン事
業

25

実施 実施

環境保
全課

実施したも
の

庁舎西側１階部分及び庁舎南側1
階部分にゴーヤを植え、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、庁
舎の暑さ対策につながった。

ツルの密度が一定ではなく、まばら
になるところがある。

庁舎西側１階部分及び庁舎南側1階部
分にゴーヤを植え、緑のカーテンを実施
する。

無

実施 実施 緑のカーテンについては、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
を行った。公共施設では他に、市役
所、市民プラザ、自然生態園、清掃
事務所、保健センターの各施設、
新たに、ふれあいセンターでゴーヤ
の苗の植付けをした。

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。

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 実施 実施したも
の

平成25年度に全園芝生化済み。

- - -24 保育園園庭芝生
化事業

子育て
支援課

園児の安全性・快適性の向上や砂塵の飛散
防止、地球温暖化の緩和などとともに、園児
の遊び方の多様化などを目的に、保育園（７
園）の園庭を芝生化する。 - -

所有する公用車について、20年ほ
ど使用している車両も存在してお
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。車両状態が良くな
い公用車や20年以上使用している公用
車について、更新計画に基づき計画的
に更新する。

有

実施 実施 実施 実施したも
の

公用車の利用抑制やエコドライブ
の励行に努めた。また、他課の事
業で運用していた電気自動車の
リース契約期間終了に伴い、公用
車として購入したことで、環境への
負荷減少を図った。

他課の事業で運用していた電気自
動車を購入することにより、今後も電
気自動車を運用できるようになり、環
境への負荷を継続して減少させるこ
とができる。

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

実施したも
の

庁舎１階情報サロンにおいて、CO2
削減量を表示した掲示物を設置し
た。

CO2削減量を公表することで市民へ
環境問題への関心を集めるきっかけ
となる効果があった。

特になし 引き続き、CO2削減量やどれ位の削減
効果があるかを表示した掲示物を市民
の目につきやすくする。

無22
公共施設におけ
るCO₂の「見える
化」事業

行政課

どの程度ＣＯ２の排出量や削減効果があるか
を表示した分かりやすく見やすいデザインのラ
ベルを作成し、公共施設の各所に掲示する。

実施 実施 実施 実施 実施
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30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

－

４点

３点

３点

４点

４点

３点

３点

５点

５点

５点

５点

３点

３点

５点

５点

５点

５点

４点

４点
有

実施 実施したも
の

市役所庁内で排出されるごみ（機
密文書を含む）を、ルールに基づき
分別を行い、リサイクルを実施し
た。

ごみ問題に積極的に取り組むこと
で、ごみの減量化や資源化につな
がった。

分別を行い、リサイクルを進めるこ
とも重要であり、併せて、紙の使用
量を削減する取り組みを進める。

市役所庁内で排出されるごみ（機密文
書を含む）を、ルールに基づき分別を行
い、リサイクルを実施し、ごみの資源化
に努める。

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

39
市役所庁内で排
出されるごみの
分別及び資源化

行政課

市役所庁内で排出されるごみ（機密文書を含
む）を、ルールに基づき分別を行い、リサイク
ルを実施する。

実施 実施 実施 実施

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13,072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。

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。
民間資源回収については引き続き業者
にデータ提供を依頼する。

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

実施 実施 実施 実施したも
の

市内全28地区72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。

羽毛布団のリサイクル業者の市民
団体等の見学受入れについて、概
要を把握することができた。

平成30年度中には実施できなかっ
た。大人の社会見学については、
計画期間中では、平成27年度の実
施にとどまっている。

市民団体のごみ減量化・資源化活動へ
の意識向上に寄与できるよう、団体へ
の呼びかけを行う。 無

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

実施 検討したも
の

平成31年1月から開始した羽毛布
団のリサイクルを契機に、羽毛リサ
イクルの工場見学について検討を
行った。

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。

Ｈ30.7.23実施　参加者23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。

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。

令和元年度はガラスびんのリサイクル
施設と小牧岩倉エコルセンターを見学
する。

無

36 大人の社会見学
環境保
全課

岩倉市のごみの収集と処理、及び、資源物リ
サイクルの実態の周知と環境意識の高揚を目
的に、子供ではなく大人を対象とした見学会を
開催する。

検討

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

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。

ふれ愛まつりでの苗木配布は、戸
建て住宅の方への配布が大半であ
るため、緑化としての効果に課題が
ある。

ふれ愛まつりでの苗木配布を取りや
め、学校をはじめとする公共施設への
花苗の配布へシフトし、緑化の強化を
図っていく。 無

35

資
源
循
環
型
社
会
の
構
築

①廃棄
物の３
Rの促

進

親子ごみ探検教
室

環境保
全課

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。

実施したも
の

平成30年11月10日に開催されたふ
れ愛まつりにおいて、イロハモミジ
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緑地
面積の増加や公共施設の既存の緑地
の維持を図っていく。
なお、平成31年度の植栽等の場所につ
いては検討中。

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。

実施

実施 実施 実施 実施したも
の

史跡公園の既存の緑地部分９か所
について、「キンメツゲ」を植え替え
た。

緑豊かな生活環境の景観形成に寄
与した。

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、７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。

倒木等による保護樹指定解除によ
り、指定保護樹の本数が減少傾向
であり、新規の保護樹指定が課題
である。

昨年度を同規模で実施する。

有

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 実施したも
の

当該路線の供用に向け、用地買収
(67.09㎡)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)が
予想される。

当該路線の供用に向け、引き続き用地
買収(169.34㎡)を行い事業の進捗を図
る。

堤防道路の舗装修繕工事(350m､1,260
㎡)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 実施 実施（検討）
しなかった
もの

他の生活道路の修繕を優先したた
め平成30年度は未実施。

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。

未実
施

実施

（２）
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30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

５点

５点

４点

４点

３点

３点

５点

５点

４点

４点

４点

４点

－

－
無-

実施

実施（検討）
しなかった
もの

環境フェアでの販売状況等から費
用対効果を確認し、26年度から工
房（修理）は廃止とした。

事業者への啓発・指導の際、配布を継
続して実施する。

実施 実施したも
の

現行リーフレットをベースにしたマ
ニュアルを作成し、市内事業者へ
の啓発に活用した。

実施

無

47 リサイクル工房
環境保
全課

物を大切に長く使い、ごみの排出を抑制する
ライフスタイルの普及を図るため、家具等リサ
イクル品（まだ使える不用品）の修理、再生を
委託し、環境フェア等で販売を行う。 - - - -

事業者へのごみ減量化・資源化の
促進

効果的な事業者への配布方法の
吟味

雑がみのさらなる資源化について、
市民の意識付けをさらに強める取
組が必要

※すでに計画期間中（平成28年
度）に広報で雑がみ分別に普段か
ら取り組んでいる家庭をエコファミ
リーとして広報の特集記事として取
り上げている。
平成30年度は、平成29年度に引き
続いて資源化に関する広報記事に
ついて雑がみに特化したものを掲
載した。

雑がみの資源化促進について広く市
民に意識付けすることができた。

雑がみ資源化の更なる意識付けのため
に雑がみ袋の配布を実施する。

有

46

事業所ごみ減量
化・資源化マニュ
アルの作成・配
布

環境保
全課

事業所から排出されるごみの減量化・資源化
のための具体的な取組を記したマニュアルを
作成し、関係事業所に配布する。

実施 実施 実施

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。

継続して実施する一方、民間事業者の
回収量の把握に努める。

実施

45

地球環境にやさ
しい生活術・経済
活動術の普及拡
大事業（３R編）

環境保
全課

ごみ減量やリサイクル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 実施（検討）
しなかった
もの

有

無

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 実施 実施

検討したも
の

検討を実施

実施したも
の

資源ごみ回収団体数　40団体
回収量（総量）　637ｔ
助成金総額　583,933円

活動のあり方、担い手をどうするべ
きか等、課題の洗い出し

環境委員の業務へのサポートにつ
いては従来より職員がその役割を
担っている面もあり、あえて「環境
サポーター」として位置付けること
やその役割等について今後方向性
を定めていく必要がある。

もともと環境委員には、ごみの減量化・
資源化について市と地区との橋渡しとし
ての役割を担っており、新たに環境委
員をサポートする人材よりも、環境委員
会等をとおして地区の実情をよく知る環
境委員の意識強化を図れるようにす
る。

　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

43 環境サポーター
の養成

環境保
全課

ごみの３Ｒなど環境にやさしい活動について講
座の開催などを通して、現在各地区で活動し
ている環境委員の意識向上を図るとともに、新
たに環境委員をサポートする人材の養成に努
める。

検討

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。

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 実施 実施したも
の

申し込み件数　1,778件
粗大ごみ個数　3,083個
　　　　　　重量　68,830ｋｇ

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

No.6と同じ。

40 廃食用油回収事
業【再掲】

環境保
全課

地球温暖化防止と循環型社会形成に向け、給
食センターや各保育園で生じた廃食用油を
カーボンニュートラルであるバイオディーゼル
燃料（ＢＤＦ）に精製する業者に売却し、ＢＤＦを
市の公用車の燃料として使用する。
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30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

48

５点

５点

－

－

－

－

５点

５点

３点

３点

５点

５点
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
205,750,000円
ストックヤード等整備工事が完了し
た。

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

特になし。 引き続き新ごみ処理施設の適切な運営
を行う。

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

No.48と同じ

56 古紙と古着の日
【再掲】

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。

No.44と同じ

55 資源ごみ回収団
体助成金【再掲】

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。

54 日曜資源回収ス
テーション【再掲】

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。

No.37と同じ

53

②廃棄
物の適
正処理
の推進

分別収集【再掲】
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。

実施したも
の

過去より清掃事務所敷地内で添加
物を変更したりしながら（堆肥化促
進剤⇒米ぬか⇒ぼかし）、堆肥化
の実験を行っている。

ぼかしを使った堆肥化だと、過去の
添加物よりも質が良くなる。

より良質の堆肥を作るための調査
研究。資源化については減量効果
やコストを勘案する必要がある。

継続して実施し、引き続き効果の確認を
する。また、資源化についても引き続き
調査研究を行う。

無

有

52 剪定枝・落ち葉
等の堆肥化調査

環境保
全課

家庭や地域、事業所などから排出される選定
枝や落ち葉などの有機物について、効率的か
つ低コストで堆肥化するための手法等につい
て調査・研究を行う。

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施したも
の

4台（65,000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。

補助金による減量効果を検証する
必要がある。

継続して実施する。

無

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

- -

平成29年度をもって終了。

無

50 不用品データバ
ンク

商工農
政課

家庭の不用品を無駄なく有効利用することに
よって環境にやさしい消費生活を目指す。

- - -

- - -

平成29年度をもって終了。

49 いわくらフリー
マーケット

商工農
政課

家庭の不用品を無駄なく有効利用することに
よって環境にやさしい消費生活を目指す。

- -

実施したも
の

16地区51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。

実施箇所数減少の推移を見据えながら
継続して実施する

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

No.38と同じ
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30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

３点

３点

３点

５点

５点

４点

４点

実施したも
の

集積場に一般廃棄物を出している
事業者（通報や目視で確認した場
合）に対して訪問し、リーフレット等
を用いて指導及び適正な方法の周
知を行った。

廃棄物の適正排出に寄与した。 事業者へ配布する冊子（リーフレッ
ト）をよりわかりやすくするなど、協
力を得られやすい工夫が必要であ
る。

引き続き実施していく。

無58
廃棄物の適正な
処理についての
啓発

環境保
全課

市内事業者に対して冊子の作成・配布などを
行い、事業系廃棄物に関連する各種リサイク
ル法や適正な処理の方法についての周知を
図る。

実施 実施 実施 実施 実施

実施

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 実施したも
の

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：H30.6.6
回収量：1,250ｋｇ（不燃ごみ）、その
他に缶・ビン等の資源、TV・冷蔵
庫・洗濯機・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（R1.6.5）

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 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

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。

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

 
 
 
 

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 実施したも
の

岩倉の水辺を守る会に委託し、下
記事業を企画・実施した。
・親子で竹林公園体験教室(5/13
雨天中止)　・水辺まつり(7/29　台
風接近のため中止)　・親子魚つり
教室(9/23)　・外来種調査（7/15、
17及び11/6、8の2回）
クリーンアップ五条川(3/10実施)に
協力した。
五条川下流部清掃を北名古屋市と
合同実施した（10/27）。

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。
清掃活動の合同実施により、五条川
自然再生整備等基本計画の推進及
び清掃活動を通じた両市の市民交
流を行うことができた。

・外来種調査への市民参加の方法
・五条川下流部清掃の北名古屋市
との合同実施の継続に向けて調整
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
合同実施の継続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 実施したも
の

愛知県において一部護岸工事を実
施したため、次年度以降に堤防道
路の整備が実施できるよう、詳細
設計を実施した。

愛知県の護岸整備に続いて、堤防
道路の工事が実施できるようになっ
た。

まだ未買収用地があり、堤防道路
の完成見込みが立っていない。

愛知県が実施した護岸整備約90ｍにお
いて、堤防道路を整備する予定。

有

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
調査・処理などを実施した。
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。
さらには、町の中心部のアンダー
パス上にある桜について、樹木医
による点検を実施した。

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 平成30年度と同様の計画に加え、桜の
長寿命化に向けて、密植状態にある箇
所の桜について間引きを試験的に実施
する。

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 昨年度と同規模で実施する。

有

65 保護樹等指定事
業【再掲】

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。

№32と同じ

（３）

（２）
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30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

４点

４点

３点

３点

４点

４点

４点

４点

66 公共緑化事業
【再掲】

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。

№33と同じ

67 緑化木無料配布
事業【再掲】

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。

№34と同じ

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 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

69 学校等における
緑化事業

学校教
育課

校内の緑化活動に全校で力を入れるため、入
学時のコスモスの種植えや、園芸委員による
プランターの整備や水やり、ＣＯＰ１０で植樹し
た木の育成、芝生の育成等に取り組む。ま
た、その取組をコンクールに応募することで活
動の評価につなげる。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

花壇やプランター等で花等を栽培し
て校内の緑化活動を実施した。
東小では、ＦＢＣ（フラワーブラボー
コンクール）花壇、ＰＴＡ花壇、学年
花壇、地域の団地花壇への花の定
植を児童、職員、保護者、地域の
方々と行った。

児童生徒が、自分たちの手で育てる
ことで、成長の様子を楽しく観察する
姿が多く見られるようになった。生き
物を育てることを通して、四季折々
の木々の変化にも目を向けるなど、
動植物愛護の気持ちが育った。
年間を通じて花のある学校にでき
た。

種まき、水やり除草等に苦慮してい
る。

引き続き、緑化活動に取り組む。

無

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 実施 実施 実施したも
の

農業体験塾の活動及び、JA愛知
北産直センターのPRに対して補助
を行った。

農家や農業団体の財政的な負担軽
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。

特になし。 平成30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 検討したも
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。

平成30年度と同様に計画している。

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30年度と同様に計画している。

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30年度と同様に計画している。

無

74 新ブランド野菜研
究事業【再掲】

商工農
政課

農業の振興のために、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推
進する。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）から進めて
いる、ちっチャイ菜の研究を行う。

No10と同様。
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30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

５点

５点

４点

４点

４点

４点

４点

４点

－

５点

４点

４点

４点

４点

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 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、標本作
り体験教室やとんぼ池であそぼう
など６つのイベントを実施した。ま
た、新しいイベントとして、どんぐり
工作体験を実施した。合計で350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。

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

77 市民農園事業
商工農
政課

自由に身近な自然に親しんでいただく場とし
て、小学校区に１つの市民農園を整備し、市
民に耕作機会の提供を行う。

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15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。 平成30年度と同様に計画している。

有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

地主に土地を返還することになった
大山寺市民農園を同町内の別の
場所にて再開園し、163画を整備
し、市民に耕作機会の提供を行っ
た。

市民に耕作機会の提供ができた。 作付けの仕方や道具の使い方が
分からず自らの区画を管理できなく
なり、中途解約する利用者が目
立ったため、今後講習等を行うこと
を考えていく必要がある。

平成30年度と同様に計画している。

無

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

79

②多様
な生態
系の保
存及び
創造

自然生態園施設
管理事業【再掲】

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

宿泊助成制度については、97人の
利用があった。
友好交流バス運行については、10
月の九頭竜紅葉まつり及び大野市
街地へ3台運行し、6月に大野市六
呂師高原に2台運行し、計220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11月に岩倉市で合同の婚
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。

有

No75と同じ。

80
外来生物の問題
点を学ぶ講座の
開催

環境保
全課

地域の生態系に悪影響を及ぼしている外来生
物問題について、座学と自然観察や体験的な
生き物調査等のフィールドワークを組み合わ
せた実践的な講座を開催する。

実施（検討）
しなかった
もの

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。）

未実
施

検討 実績なし。 外来種生物駆除の市民参加など、
将来行う事業について検討したうえ
で、講座等の開催内容について検
討する。

講座等の開催内容について、検討す
る。

無

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

ヌートリアの捕獲申請者は7名で、
計12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30年度と同様に計画している。

有

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。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

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30年度の取組を継続する。

無
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４点

４点

３点

３点

３点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。

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施

90 五条川親水事業
【再掲】

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

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

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。

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

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 実施 実施 実施

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 実施 実施 実施 実施 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30年度の取組を継続する。

無

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

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

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。従来、年1回
であった調査の回数を年2回に増
加した。（外来種7月調査時97.8％、
11月調査時87.6％）。
平成２９年度に岩倉ナチュラリスト
クラブや岩倉の水辺を守る会の協
力のもと作成した「いわくら生きもの
ガイドブック」を小・中学校や市内公
共施設に配布した。

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。
「いわくら生きものガイドブック」を配
布することで、身近な自然にどんな
生き物が生息しているか知る一助と
することできた。

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。

無

実施したも
の

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（事業No.84を参
照）。

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。

市民参加の方法について検討する
必要がある。

市民参加の方法について検討する。

無

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。

平成30年度と同様に、生活科や理科で
の観察に活用していく。

無

特になし。 五条川小学校運動場の地下に調整池
を設置する本体工事を行う。

有

実施したも
の

・水源の機械設備の点検を定期的
に実施した。
・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、自己水源
からの取水と県営水道からの受水
をバランスよく配水する必要がある
ことから、毎日配水量の調整及び
確認を行った。

・水源の機械設備の点検を定期的に
実施したことにより、不具合箇所の
早期発見及び修繕に着手し、適切な
維持管理の水準が保持できた。
・地下水の配水量は、1,707,406m3
で、配水量全体の31.98％であった。
・地下水を有効利用し、県営水道の
承認基本水量を超過することなく適
正な受水を図ることができた。

水源1か所について、水質の関係
上、自己水から県水へ切り替えて
いる。今後の活用方法について検
討する必要がある。

・水源の機械設備の点検や配水量の調
整及び確認を引き続き実施していく。
・水源の活用について検討する。

無

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700ℓ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。

平成23年から開始した制度である
が、実績が減少傾向となっている。

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

実施

事業No.61と同じ。

実施したも
の

五条川小学校運動場の地下に調
整池を設置するための詳細設計を
委託業務で実施した。

令和元年度に本体工事、令和２年度
に導水管工事を行う準備ができた。
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地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
向
上

①公害
対策等
の推進

99 公害等苦情処理

91
桜管理等事業
（五条川桜の施
肥等）【再掲】

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、桜への施肥を行う。

No63と同様。

92 緑化ウォール事
業【再掲】

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。

93 農業振興事業
【再掲】

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。

№64と同じ

No70と同様。

94 農業振興地域整
備事業【再掲】

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。

95 農業委員会業務
【再掲】

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。

No71と同様。

No72と同様。

96 農地バンク事業
【再掲】

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。

97 新ブランド野菜研
究事業【再掲】

商工農
政課

農業の振興のために、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推
進する。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）から進めて
いる、ちっチャイ菜の研究を行う。

No72と同様。

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。

No10と同様。

実施 実施実施 実施

98
岩倉市公害防除
施設整備資金利
子補給補助金

環境保
全課

愛知県商工業振興資金の融資を受けて公害
防除施設の整備を行う事業者に対し、金融機
関に支払う利子の一部を補助する。

実施 実施したも
の

公害苦情の申立てがあった場合に
制度の紹介を実施した。実績は０
件。

制度の存在は、公害苦情解決の一
助となっている。

制度の周知をする必要がある。 引き続き、公害苦情の申立てがあった
場合に制度の紹介を実施する。
ホームページで制度の周知をする。

有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

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。
処理実績66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（66
件中24件。約36％）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

（４）
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地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
向
上

②快適
な地域
環境の
保全

実施

100 水質調査委託
環境保
全課

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 実施したも
の

水質調査を２回(6/13、12/14）、健
康項目調査を２回(7/2、1/30）、流
量調査を２回(10/15、2/15）実施
し、いずれの調査においても基準
値の範囲内であった。
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
することができた。

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

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 実施 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

実施 実施

実施したも
の

当該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。

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 実施したも
の

年間継続して測定を行った。 航空機騒音の環境基準内の測定値
であること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、現行器では旧環境基準によ
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 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。

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。

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３０年度
は、予報１回の発令があった
（7/25）。

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に
防止することができた。

特になし。 引き続き連絡体制を実施する。

無

105 水生生物調査
【再掲】

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。

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

　No.83と同じ

実施 実施 実施したも
の

アダプトプログラム団体懇談会
(4/25)を実施した。アダプトプログラ
ムの日(5/30)をお祭り広場で行う予
定であったが、雨天のため中止し、
市長感謝状の贈呈のみ市役所で
行った。平成30年度末現在、48団
体、2,272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。
アダプトプログラムの日の清掃活動で、
「海ごみゼロウィーク」の取組も同時に
実施する。 有

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

10月15日～11月19日実施。
180団体、のべ7,427人の参加が
あった。
市内一斉実施日：10月27日、ごみ
や資源の回収量6,220ｋｇ

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。

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

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 実施 実施したも
の

全小中学校において、保護者ととも
に学校周辺、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。

平成30年度の取組を継続する。

無
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３点

109 不法投棄監視
ウィーク【再掲】

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、行政が一体となっ
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。

110 下水道出前講座
上下水
道課

県と市が連携して、学校等へ出向き講座を開
いている。市民に下水道の役割や仕組みを
知ってもらい、下水道事業への理解を深めて
もらう。

No59と同様。

検討 検討 検討 検討 検討 検討したも
の

実績なし。 実績なし。 特になし。 出前講座は愛知県が主体のなって実施
しており、学校から愛知県に依頼があっ
て出前講座の開催となるため、学校教
育課と調整を図り実施に向けて検討す
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

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。

実施 実施 実施したも
の

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。

実績なし。 市が利子を負担しているが、近年
は金利が低いためメリットが少な
く、利用実績が少ない。

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 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、7件
あった。

水環境の保全・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。

引き続き事業を実施していくが、新築を
対象から除外し、既設の単独処理浄化
槽又は汲み取り便槽からの転換のみに
補助金を交付する。 有

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 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 実施

実施 実施 実施 実施

実施したも
の

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・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専門業者に委
託した。実績は8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。 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26頭、去勢40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。

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 実施

117 保護樹等指定事
業【再掲】

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・樹林の保全と共に、新規の指定にも努め
る。

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243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1060件、登録鑑札が77
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。
市内の獣医師を講師として招いた
動物愛護講演会で、犬の適正な飼
い方について呼びかけた。

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。

狂犬病予防注射接種率が低い。 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。
犬の登録システムの更新をし、犬の登
録を適正に行っていく。

有

№32と同じ
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り

①環境
学習・
環境教
育の推

進

118 公共緑化事業
【再掲】

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。

№33と同じ

119 緑化木無料配布
事業【再掲】

都市整
備課

ふれあい祭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。

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

№34と同じ

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28名に登録していた
だいており、平成29年度ははり紙
等56件の除却を実施した。

簡易除却件数56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。

有

121 親子ごみ探検教
室【再掲】

環境保
全課

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。

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。

123
環境学習実施プ
ログラム（実施計
画）の作成

環境保
全課

これまで実施してきた各種環境学習プログラ
ムの体系化とその充実を図るための実施計画
を作成する。

№35と同じ。

実施 実施 実施 実施 実施 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30年11月10,11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771名であった。（1日目432人、
2日目339人）
また、新たな取組として、家庭で
眠っている食品を必要とする人々
や施設に寄付する「フードドライブ」
を実施した。

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。　　　　　　食品ロス削減の大切さ
について、市民の皆さんに周知がで
きたことで、家庭でできる取組を考え
てもらうきっかけになった。また、寄
付してもらった食品を必要とする
人々へ届けているNPO法人や市内
の子ども食堂に提供できた。94点
（お米325ｋｇ、その他缶詰、レトルト
食品、乾物、お菓子、飲料等18.5ｋｇ）
を寄付した。

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。
令和元年11月9、10日開催予定

有

実施（検討）
しなかった
もの

未実施。 未実施。 具体的な検討は出来なかった。 実施に向けた検討を行う。

無

124

学校による生態
系の体験学習・
生物調査等事業
【再掲】

学校教
育課

小学校第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。

125 水生生物調査
【再掲】

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、自然との共生の大切さと生
活環境の向上を目指すことを目的として実施
する。

　No.82と同じ

　No.83と同じ

（５）

15 / 17 ページ



30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

３点

３点

３点

３点

４点

４点

３点

３点

３点

３点

３点

４点

３点

３点

126 学校ビオトープ事
業【再掲】

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、自然に対
する関心を高める。

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

　No.86と同じ 平成30年度と同様に、生活科や理科で
の観察に活用していく。

無

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

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。

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。

実施 実施 実施 実施 実施したも
の

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30年度の取組を継続する。

無

実施 実施 実施 実施 実施 実施したも
の

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 実施したも
の

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「学校のうつり
かわり」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。

2月5日から14日までの間で企画展を実
施。来場者数217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

130 岩倉探訪

学校教
育課（岩
倉中学
校）

郷土意識の形成と総合的な学習の基盤づくり
のため、岩倉市内を巡り、地域の歴史や文化
に直接触れたり、地域の人から話を聞いたり
する、新一年生を対象とした校外学習を実施
する。

実施 市内を探訪し、郷土の自然、史跡
に直接触れる活動を行った。

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。

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 実施したも
の

実施

特になし。 特になし。 平成30年度の取組を継続する。

無

実施 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。
園内の通路の舗装が劣化、水景施設
の逆止弁不良がある。

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。
園内通路の舗装修繕、水景施設の逆止弁
修繕を実施する。
文化協会の協力のもと、市民茶会を開催す
る。

有

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 屋根後部鬼板修繕
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3月に
開催した。

実施 実施 実施 実施

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。

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。。

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。　猛暑への対応の違いにより三町
そろいでの山車夏まつりの開催が見送
られ、各町内での実施となった。

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、地元の祭礼での山車
巡行を支援していく。

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や、山車夏祭り
の開催の折、ケーブルテレビの取材に
対し協力をするとともに、駅前モニター
による紹介や山車パンフレットを増刷し
配布するなど広く情報発信に努めた

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
市の山車祭り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。

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

16 / 17 ページ



30 1 2 3 4 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：３０年度
下段：２９年度

計画
予算の
有無

№ 環境基本計
画の方針

事業名

年度目標 令和元年度平成３０年度

担当
部署

概要

４点

４点

４点

４点

４点

４点

※番号が抜けているのは、再掲の事業で削除しています。ご了承ください。

②環境
行動を
促す支
援の充

実

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 実施 実施 実施 実施したも
の

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
貢献するなどの市民活動団体が主
体的に取り組むモデル的な事業に
ついて財政支援として、市民活動
助成金事業を実施した。また、団体
の活動の活性化や市民活動の拡
充を図るため市民活動支援セン
ターや市担当者が様々な形でその
活動を支援した。

平成30年度の助成事業は14件あり、
事業の縮小はあったもののすべての
事業が多くの市民に事業に参加する
機会を呼びかけ、参加を得ることが
できていた。

助成事業の担当課への周知は
行っているが、協働の取組に繋げ
られていない。

引き続き、市民活動助成金事業を実施
する。

有

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

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 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
の場とである登録団体全体会をよ
り多くの市民や団体が参加できるよ
う月２回開催し、市広報においてそ
の周知も行った。
市広報に協働のまちづくりコーナー
を掲載し、毎月様々な団体の行事
等の情報を発信し市民の参加を呼
びかけた。
情報誌「かわらばん」の発行やメー
ル便を登録団体に毎月送付し、団
体同士の交流や団体活動の周知
を支援した。
市民活動支援センター事業として
全８回、ボランティア講座や広報力
アップ講座などを開催した。

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。

市民活動い～輪会議、市民活動支援セ
ンター自主講座の開催、運営及び、か
わらばんやメール便による団体活動の
周知など様々な形で支援を行う。

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。

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。

「市民プラザまつり」や「65歳の集い」
「つつじ交流会」などの行事を継続して
開催し市民活動団体と市民の相互交流
を促進していく。市広報やホームページ
を活用し、市民活動団体の活動を広く
周知するなど支援していく。

有
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岩倉市環境基本計画の主要事業進捗状況一覧

30 1 2 3 4 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：３０年

度
下段：２９年

度

計画
予算
の

有無

４点

４点

－

４点

【商工農政課】イタズラ等による休憩
所施設内設備の破損がある。

【商工農政課】随時、必要に応じて修繕
を行っていく。

有

実施 実施 実施 実施したも
の

【商工農政課】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、八剱憩いの広場フェンス嵩上
げを始め、各休憩所のトイレや雨樋
の修繕等を実施した。
 【健康課】五条川健幸ロードとして、
健康づくりの場として活用できるよう
八剱憩いの広場に３種類の健康器
具を設置した。

【商工農政課】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。
【健康課】五条川堤防道路や八剱憩
いの広場を利用する人などの日常的
な健康づくりの推進に寄与した。

【都市整備課】堤防道路の舗装修繕工事
(350m､1,260㎡)を予定。

有30

29 尾北自然歩道休
憩所整備事業

商工農
政課
（健康
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

平成３０年度

№ 環境基本計
画の方針

事業名

実施 実施 実施（検討）
しなかった
もの

実施 【都市整備課】他の生活道路の修繕
を優先したため平成30年度は未実
施。
【健康課】五条川健幸ロードとして、
井上橋から大市場橋までの堤防道
路に次の橋までの距離を示した橋
名板の設置と八剱憩いの広場前に
はウォ－キングサイン（歩幅測定・
歩行速度測定）を標示した。

【健康課】五条川堤防道路や八剱憩
いの広場を利用する人などの日常的
な健康づくりの推進に寄与した。

資料　２－１

担当
部署

概要

尾北自然歩道道
路整備事業

都市整
備課
（健康
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。

未実
施

実施

年度目標 令和元年度
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