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自然環境の状況自然環境の状況自然環境の状況自然環境の状況    

１  自然・地形・気候 

 本市の地形は、北東部が天川山（２７９ｍ）を最高部とした丘陵地で、中央

から西部が平坦地となっており、全体的には、東高西低の特徴を持っています。 

 北東部の丘陵地は、隣接する犬山市域とあわせて愛岐丘陵とも呼ばれ、岐阜

県域から名古屋市の東部地域、さらには知多半島に連なる比較的緩やかな地形

を有しています。市の中央部には、平坦な洪積台地の段丘地形が広がり、西部

の沖積地とともに、この平坦地は多くの市民が住む市街地や産業集積地域とし

て活用されています。 

 本市を流れる自然河川は、五条川水系と大山川水系に分けることができます。

五条川の支流である矢戸川・境川・巾下川などは、犬山扇状地の南端から流下

しています。 

 大山川は、本市北部の丘陵地帯を集水地とし、倉谷川、稚児川、池下川など

を合流し、池之内、本庄地内で方向を変えて南下しています。さらに、本市南

端で西行堂川と合流しています。その他、かんがい用水として、合瀬川（木津

用水）、新木津用水、入鹿用水などがあります。 

 本市は、気候的には、太平洋岸気候区の特徴である夏高温多雨で冬小雨とい

う傾向があります。年平均気温は１６度と温暖で、降水量にも恵まれています。

また、冬には伊吹おろしと呼ばれる強い北西風が吹く日が多くなっています。 

 

２  河川の状況 

資料：尾張建設事務所 管内図 
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３  気象 

   概 況 

 この表は、小牧市消防本部（小牧市安田町 119、北緯 35 度 17 分、東経 136 度 54 分（世

界測地系））の観測値です。 

 平均気温、平均湿度は１日 24 回（毎正時）の平均です。 

 

年  次 気温（℃） 湿度（％） 降水量（㎜） 風速（m/s) 

及び月 

平

均 

最高 最低 平均 総降水量 最大日量 

平

均 

最大瞬間 

平成 23 年 16.0 36.4(8 月 10 日） -3.4(1 月 16 日） 67.9 1594.0 102.5(9 月 20 日） 2.4 26.0( 9 月 3 日） 

平成 24 年 15.7 37.0(7 月 27 日） -5.3(2 月 3 日） 68.0 1720.0 99.0(9 月 11 日） 2.4 29.2( 4 月 3 日） 

          

24 年 1 月 3.9 11.6 -2.1 69.2 34.0 15.5 2.2 18.9 

2 月 3.9 14.6 -5.3 67.8 109.5 33.5 2.5 16.2 

3 月 8.1 18.2 -1.1 65.1 156.0 31.0 2.7 19.0 

4 月 14.0 28.3 0.8 67.2 146.5 54.0 2.5 29.2 

5 月 19.1 28.0 8.4 62.2 55.0 38.0 2.7 18.8 

6 月 22.3 30.3 16.8 71.9 206.0 55.5 2.4 20.5 

          

7 月 27.2 37.0 20.2 73.8 253.5 54.0 2.4 15.3 

8 月 28.7 35.9 23.0 68.9 142.5 34.5 2.5 20.8 

9 月 25.7 34.4 17.4 69.8 303.5 99.0 2.4 24.7 

10 月 18.9 30.5 9.6 63.9 107.0 58.0 2.3 14.5 

11 月 11.2 20.2 1.7 66.0 87.5 36.0 2.1 18.3 

12 月 5.1 13.5 -2.0 70.7 119.0 37.5 2.4 20.7 

 

 資料：小牧市消防本部 
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小牧市の環境の状況小牧市の環境の状況小牧市の環境の状況小牧市の環境の状況    

１１１１    大気大気大気大気    

        概況概況概況概況    

大気汚染とは、人間の経済･社会活動による物質の燃焼などによって大気中

にいろいろな汚染物質が拡散し、大気が汚染されることをいいます。 

大気汚染の原因物質として代表的なものは、工場、事業場等の固定発生源

から排出される硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)及び自動車等から排出さ

れる窒素酸化物等があります。 

現在では、これらに加えてオゾン層を破壊するフロン、二酸化炭素などの

温室効果ガス、酸性雨の原因である窒素酸化物、硫黄酸化物など地球環境を

破壊する大気汚染物質が問題になっています。 

愛知県では、大気汚染の状況を把握するため、市内中心部(小牧一丁目 小牧

高校)に愛知県大気汚染測定局を設け二酸化硫黄(SO2)や窒素酸化物等の常時

監視をしています。 

 また、本市でも平成１４年(２００２年)１２月に自動車排出ガス測定を目的

として小牧市大気汚染測定局を国道４１号沿い(弥生町交差点)に設け、窒素酸

化物、浮遊粒子状物質等について２４時間常時、連続測定を行っています。 

窒素酸化物や揮発性有機化合物(ＶＯＣ)などが太陽の紫外線を受けて化学

反応を起こすと発生します「光化学オキシダント」と呼ばれる物質が原因で

ある「光化学スモッグ」は、平成２４年度に予報が１回、注意報が１回発令

され、前年度の予報２回と比較してほぼ横ばいに推移しています。 

なお、この光化学スモッグによる健康被害の届出は今年度もありませんで

した。 

        環境基準環境基準環境基準環境基準    

 大気汚染に係る環境基準として二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)、一酸

化炭素(CO)、光化学オキシダント(OX)及び浮遊粒子状物質(SPM)の５物質が

定められています。 

  小牧市大気汚染測定局における平成２４年度の測定結果は、二酸化硫黄、

二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質は概ね減少傾向にありますが、光

化学オキシダントは横ばい傾向にあります。（図１～５） 

環境基準の達成状況については、光化学オキシダントは昼間の１時間値が

０．０６ppm を超えた日が２２日あったため、環境基準を達成していませんで

した。 

また、自動測定局のほかに、デポジット・ゲージ法(ガラス製の大型ロート

とポリビンを使い、1 ヶ月間測定地点に設置する方法)により降下ばいじんの

環境調査を行っています。市内３地点(市民会館、一色小学校、桃ヶ丘小学校)
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における測定結果は、昭和５９年度の３．７ｔ／ｋ㎡／月を最高に年々減少

傾向にあり、最近５年間の平均値は１.４～２.５ｔ／ｋ㎡／月(図６)で推移

しています。 

平成２４年度は、３地点の年平均値が１．４ｔ／ｋ㎡／月で、前年と同様 

の値でした。なお、降下ばいじんには、環境基準の設定はありません。 
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大気汚染関係 環境基準及び評価方法 

物 質 環境上の条件 

二酸化硫黄 

環境基準 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、

1 時間値が 0.1ppm 以下であること。 

評価方法 

年間に渡る 1 日平均値である測定値につき、測定値の

高い方から 2％の範囲内にあるものを除外した値が、

0.04ppm 以下であること。 

但し、1日平均値が 0.04ppm を超えた日が 2日以上連

続しないこと。 

一酸化炭素 

環境基準 

1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、 

1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。 

評価方法 

年間に渡る 1 日平均値である測定値につき、測定値の

高い方から 2％の範囲内にあるものを除外した値が

10ppm 以下であること。 

但し、1日平均値が 10ppm を超えた日が 2日以上連続

しないこと。 

浮遊粒子状物質 

環境基準 

1時間値の1日平均値が0.10㎎/㎥以下であり、かつ、

1 時間値が 0.20 ㎎/㎥以下であること。 

評価方法 

年間に渡る 1 日平均値である測定値につき、測定値の

高い方から 2％の範囲内にあるものを除外した値が

0.10mg/m

3

以下であること。 

二酸化窒素 

環境基準 

1時間値の 1日平均値が0.04ppmから 0.06ppm までの

ゾーン内又はそれ以下であること。 

評価方法 

年間における 1 日平均値のうち、低い方から 98％に

相当する値が、0.06ppm であること。 

光化学オキシダント 

環境基準 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

評価方法 

年間を通じて、1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

但し、5時から 20時の昼間時間帯について評価する。 
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２２２２    水質水質水質水質    

概況概況概況概況    

水質汚濁は、かつては工場・事業場からの排水が主な原因でしたが、工場・

事業場等からの産業排水に対する規制の強化と企業側の努力によって、工

場・事業場から排出される汚れは減り、近年は日常生活に伴って排出される

炊事、洗濯、風呂、トイレなどの生活排水等の汚れが大きな原因となってき

ています。 

公共用水域の水質については、農業用水としての中小河川が多く、依然と

して渇水期は通水期に比べ生活排水や工場等からの排水が流入し、ＢＯＤ

※１

は高い数値を示しています。 

今後、一人ひとりが豊かな環境づくりを目指し、水を取り巻く環境の問題

意識を高め、洗剤は適量使用する、調理くずは水と一緒に流すのを止めるな

ど水環境の保全のための行動を実行していくことが重要です。 

環境基準環境基準環境基準環境基準    

市内１１河川３７地点において年２回、３７地点のうち１４地点において

は他に年４回の水質調査を実施しています。 

公共用水域(河川、湖沼及び海域)の水質については、人の健康を保護し、

生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として環境基準が定め

られています。この水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環

境基準(健康項目)と生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)があり

ます。前者は、全公共用水域について適用され、後者は、類型指定

※２

されて

いる河川について適用されています。小牧市内の河川については、五条川(待

合橋)がＥ類型

※３

に指定されています。 

ＢＯＤの各調査地点の年平均値については、図７のとおり矢戸川の長野橋、

西行堂川の下田橋で高い数値を示しました。全般的に７、９月の調査では、

ＢＯＤは低い数値を示しており、渇水期の１、３月に高い数値を示していま

す。 

 過去の調査結果において山屋敷橋(境川)では「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素

※4

」が高い数値がみられたため、この項目について隔月で採水を実施し監視

を続けています。なお、山屋敷橋の平成２４年度における硝酸性窒素及び亜

硝酸性窒素の平均値は、３２．６ｍｇ／Ｌ（人の健康の保護に関する環境基

準：１０ｍｇ／Ｌ以下）でした。 
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※１ ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）〔mg/L〕 水中の好気性微生物の酸化

分解によって消費される酸素量のことです。水の有機物汚染が大きけれ

ばその有機物を栄養分とする微生物の活動も活発になり、微生物によっ

て消費される酸素の量も増加します。従って、ＢＯＤの値が大きければ

水中の有機物汚染が大きいことを示すため、水の有機物汚染の指標とさ

れています。 

 

※２ 類型指定 生活環境の保全に関する環境基準は、全国一律の基準では

なく、河川、湖沼、海域の特性や利用目的に応じて、その適した類型に

指定することとされています。河川の場合、ｐＨ

※5
、ＢＯＤ、ＳＳ

※6
、   

ＤＯ

※7
および大腸菌群数

※8
の基準値や利用目的の適応性に対応して、 

ＡＡ類型、Ａ類型、Ｂ類型、Ｃ類型、Ｄ類型、Ｅ類型の６段階の類型が

あります。 
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※３ 類型 

水質汚濁関係 生活環境の保全に関する環境基準 

類型 
利用目的の 

適応性 
ｐＨ ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌群数 

ＡＡ 

水道１級 

自然環境保全及

びＡ以下の欄に

掲げるもの 

6.5～8.5 
1mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100mL 

以下 

Ａ 

水道２級 

水産１級 

水浴 

及びＢ以下の 

欄に掲げるもの 

6.5～8.5 
2mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1000MPN/ 

100mL 

以下 

Ｂ 

水道３級 

水産２級 

及びＣ以下の 

欄に掲げるもの 

6.5～8.5 
3mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 

5000MPN/ 

100mL 

以下 

Ｃ 

水産３級 

工業用水１級 

及びＤ以下の 

欄に掲げるもの 

6.5～8.5 
5mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
- 

Ｄ 

工業用水２級 

農業用水 

及びＥの欄に 

掲げるもの 

6.0～8.5 
8mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
- 

ＥＥＥＥ    
工業用水３級工業用水３級工業用水３級工業用水３級    

環境保全環境保全環境保全環境保全    
6.06.06.06.0～～～～8.58.58.58.5    

10mg/L10mg/L10mg/L10mg/L

以下以下以下以下    

ごみ等の浮ごみ等の浮ごみ等の浮ごみ等の浮

遊が認めら遊が認めら遊が認めら遊が認めら

れないことれないことれないことれないこと    

2mg/L2mg/L2mg/L2mg/L    

以上以上以上以上    
----    

 

※４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素〔mg/L〕 窒素化合物のうち、硝酸塩及

び亜硝酸塩のことをいい、肥料、火薬製造、ガラス製造の原材料などに使

用されています。 

 

※５ ｐＨ（水素イオン濃度） 溶液中の水素イオン濃度を示す尺度で、酸性、

アルカリ性の度合いを示します。水道水の水質基準は、ｐＨ5.8～8.6 であ

るとされています。 
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 ※６ ＳＳ（浮遊物質量）〔mg/L〕 粒径 2mm 以下の水に溶けない懸濁性の

物質のことをいいます。一定量の水をとってろ過したあと、残留物を乾

燥してその重量を測り、それを水中の濃度（mg/L）で表わしたものです。 

 

 ※７ ＤＯ（溶存酸素量）〔mg/L〕 水中に溶けこんでいる酸素量のことをい

い、ＢＯＤとは逆に数値が低いほど、汚染が進んでいることを表します。

コイのような腐敗物を食用とする魚などはＤＯ2～3 mg/L の水中でも生

息できますが、普通の魚では、ＤＯが永続して 4～5 mg/L 以下になると

生息できないといわれています。 

 

※８ 大腸菌群数〔MPN/100mL〕 人や動物の糞便中には大腸菌が多く存在

するため、これを測ることにより糞便による汚染の程度を知ることが出

来ます。 

    

    

３３３３    騒音・振動騒音・振動騒音・振動騒音・振動    

概況概況概況概況    

一般に騒音と考えられるものには特に大きい音、不快な音色や衝撃性の音、

音声や音楽の聴取を妨害する音、注意力や作業を妨害する音等がありその多

くは、工場や事業場、家庭生活等によって発生します。 

また、振動の多くは、騒音の発生と同じように工場や建設作業等によって

発生します。 

騒音、振動は人によって感じ方が異なり、心理的なものに大きく左右され

ることから、いわゆる「感覚公害」といわれその問題の難しさがあります。 

騒音関係の苦情としては、工作機械などから発生する騒音や建設工事に伴

う作業音に対するものが多く寄せられています。 

小牧市では、環境騒音の実態を把握することを目的に調査を毎年１回実施

しています。調査結果については、次ページの表のとおりすべての地点で環

境基準に適合していました。また、自動車騒音については、調査４地点全て

で要請限度内であり、道路交通振動についても、調査４地点全てで要請限度

内でした。 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度環境騒音結果年度環境騒音結果年度環境騒音結果年度環境騒音結果    

   

 

測定場所 測定日時 

環境基準 測定値 適合の有無 

昼間 

(6:00～

22:00) 

夜間

(22:00

～6:00) 

昼間 

（6:00～

22:00) 

夜間 

(22:00～

6:00) 

昼間 

（6:00～

22:00) 

夜間

(22:00～

6:00) 

① 

商業地域     

北外山     

12 月 4 日 

60dB 

以下 

50dB 

以下 

５６ ４５ 〇 〇 

② 

第一種低層住居 

専用地域            

光ヶ丘 

11月28日 

55dB 

以下 

45dB 

以下 

５１ ４１ 〇 〇 

③ 

調整地域                  

林 

11月27日 

55dB 

以下 

45dB 

以下 

５２ ３３ 〇 〇 

④ 

準工業地域               

三ツ渕 

11月29日 

60dB 

以下 

50dB 

以下 

５３ ４２ 〇 〇 

 

 

騒音関係 道路に面する地域以外の地域に係る環境基準 

                    時間の区分 

地域の類型 

基準値 

昼間 夜間 

ＡＡ類型 

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置され

る地域など特に静穏を要する地域 

５０㏈以下 ４０㏈以下 

Ａ類型 

第１種低層住専、第１種中高層住専等、専ら住

居の用に供される地域 

５５㏈以下 ４５㏈以下 

Ｂ類型 

第１種住居、調整等、主として住居の用に供さ

れる地域 

Ｃ類型 

商業、準工業、工業等相当数の住居と併せて商

業、工業等の用に供される地域 

６０㏈以下 ５０㏈以下 
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４４４４    悪臭悪臭悪臭悪臭    

概況概況概況概況    

 悪臭は、直接的な健康被害ではなく、むしろ快･不快に関わる問題であるこ

とから騒音･振動とともに「感覚公害」とよばれています。 

 以前の苦情発生原因は、大型化学工場や畜産農業等からのいわゆる｢悪臭｣

が大部分を占めていましたが、近年は飲食店等のサービス業やいわゆる都

市・生活型と呼ばれる身のまわりから発生する「におい」に変化してきてい

ます。 

 

５５５５    公害の種類別苦情件数公害の種類別苦情件数公害の種類別苦情件数公害の種類別苦情件数    

概況概況概況概況    

 市民から寄せられた公害の苦情件数は、平成２４年度１５９件で前年度(平

成２３年度)に比べ３９件（対前年度比３２％）増加しています。 

平成２４年度の苦情件数を種類別に見ると、大気汚染が６１件（苦情件数

の３８％）と最も多く、その内容は一般家庭や事業系の「焼却（野焼き）」に

よる苦情です。 

次いで騒音が３６件で、発生源別では、機械・工作機械の作業音や建設作

業に伴う近隣騒音、荷物の積み下ろし作業音などの苦情です。水質汚濁は２７

件で、主に工場等からの油の流出や河川の濁りなどです。 

このように、主な発生原因の中で最も多いのは「焼却（野焼き）」で全体の

３割強を占めており、直接日常生活に係る近隣での苦情が多く、その発生源も

多種多様に及んでいます。 

 

 苦情受付件数       （件）   

  種別  

年度 

騒音 振動 

大気 水質 地盤 

悪臭 

土壌 

その他 計 

汚染 汚濁 沈下 汚染 

23 26 4 36 25 0 18 0 11 120 

24 36 4 61 27 0 20 0 11 159 
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廃棄物の状況廃棄物の状況廃棄物の状況廃棄物の状況 

１  概要 

年々増大、多様化するごみを資源化及び環境衛生上支障のないよう処理するため、本

市では、収集運搬体制の整備と充実に努めるとともに、排出者である市民及び事業者に

対して正しいごみの処理方法、ごみの減量・再利用など市の清掃事業への理解と協力を

積極的に呼び掛けてきました。 

本市のごみ処理は､市全域を処理区域とし、収集は小牧市で、処理は小牧岩倉衛生組

合で行っています。また、家庭から排出される一般廃棄物は、４分別１６種類に区分し、

燃やすごみ及び燃やさないごみ、資源（古紙を除く）は指定袋によりステーションで、

粗大ごみは有料戸別収集により収集しています。 

なお、事業活動に伴って排出される一般廃棄物及び一時多量ごみは、小牧岩倉衛生組

合処理施設へ自己搬入するか、市の許可を受けた一般廃棄物処理業者が収集運搬を行っ

ています。 

 

 

家庭系ごみ  排  出   処   理 ・ 処   分 

燃やすごみ     ステーション(白指定袋)週 2回     環境センター 

(焼却・破砕) 

 

         

燃やさないごみ  ステーション(赤指定袋)月 2回       

           

粗大ごみ  各戸(申込み制)週 1回     最終処分場  

          

 

資 

 

 

 

 

源 

 

 

プラスチック

製容器包装 

 ステーション(緑指定袋)週 1回   

中間処理 

(圧縮・梱包) 

   

ペットボトル  ステーション(緑指定袋)月 2回     指定法人  

空き缶  ステーション(緑指定袋)月 2回  
リ

サ

イ

ク

ル

プ

ラ

ザ 

中間処理(圧縮・梱包) 

ペットボトル 

   

空きびん  ステーション(緑指定袋)月 2回  

中間処理(選別・圧縮) 

 空き缶 

中間処理(色選別) 

 空きびん 

 

再生業者 

 

蛍光管類  ステーション(緑指定袋)月 1回    

金属類  ステーション(緑指定袋)月 2回  

中間処理(破砕) 

 蛍光管類 

  

古紙・古布(6 種)  

ステーション 

(古布類は緑指定袋)月 2回 

     

廃食用油 

 拠点(リサイクルプラザなど計９

カ所)随時 

     

          

事業系ごみ   自己搬入又は許可業者    

          

家庭系多量ごみ         
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ごみ排出量と人口との比較 

 

 

 

 

２  ごみ減量・再資源化 

啓発事業 

●刊行物の発行 

   ごみの発生抑制・再資源化に対する市民の理解と協力を促すため、各種の事業を行ってい

ます。｢資源・ごみの分け方と出し方｣、「資源・ごみ収集カレンダー」等を全戸配布し、ご

みの収集日と正しい分け方や出し方を示してマナーの徹底を図っています。 

   また、ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語のパンフレットも作成し、

外国人へのごみ出しマナーの遵守を促しています。 

さらに、外国人も含めた市民に対し、市のごみ問題、リサイクルの現状、正しい分別方法

などをより理解していただくため、５言語（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、日

本語）で再生可能な資源・ごみの分け方と出し方DVD及びビデオを作成し、市内１２９区等

に配布、図書館、廃棄物対策課での貸し出しをしています。 

事業者に対してはパンフレット「事業者の皆様へ」を作成、配布し、ごみ減量に対する啓

発を行っています。 

 

39,341 37,563

36,447

34,245
34,513

34,110

17,799 17,788 17,481

12,833 13,081
12,722

153,495

153,581

153,371

153,507

153,344

153,170

152,900

153,000

153,100

153,200

153,300

153,400

153,500

153,600

153,700

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

(人)

家庭系ごみ

事業系ごみ

人口

（ｔ） 
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●小学校4年生社会科学習資料（平成７年度～） 

小学校 4 年生が社会科の授業の中で、ごみの減量と資源のリサイクルの必要性を学んでい

ます。（｢私たちのくらしとごみ｣） 

●出前講座（平成８年度～） 

   生涯学習まちづくり出前講座の講座｢ごみ減量化対策について｣に対し、職員を講師として

派遣しています。 

（平成２４年度 延べ参加者 ９３５人） 

 

●行事への参加 

    イベント等（環境フェア、小牧市民まつり）でごみ減

量を啓発しています。 

 

●ごみ集積場での分別指導 

    ごみ集積場へ職員が出向き、各行政区の役員 

とともに分別指導を行っています。 

 

再資源化事業 

●資源回収量 

    市による分別収集、環境センターによる破砕施設などからの回収、子ども会などによる集

団回収により資源回収を行っています。 

                                                                                 単位：ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       年度 

区分 

20 21 22 23 24 

資  源 10,077 9,283 9,055 9,073 8,731 

破砕施設 

等資源化 

3,156 2,433 2,068 2,153 1,896 

集団回収 2,471 2,382 2,394 2,239 2,157 

合  計 15,704 14,098 13,517 13,465 12,784 
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●資源分別収集事業（昭和５９年７月～） 

単位：t  

       年度 

区分 

20 21 22 23 24 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 2,171.81 2,102.82 2,142.80 2,182.67 2194.40 

空 き び ん 922.24 861.75 843.95 845.97 831.38 

スチール缶 134.03 128.71 120.28 121.60 118.25 

ア ル ミ 缶 96.17 102.23 86.16 99.10 101.76 

ペットボトル  349.24 338.53 338.39 321.49 327.17 

古 紙 ・古 布 6,102.70 5,470.30 5,283.38 5,249.38 4,853.86 

金 属 類  283.44 261.10 224.21 237.64 289.83 

蛍光管類  17.17 17.54 16.27 15.56 14.59 

合   計 10,076.80 9,282.98 9,055.44 9,073.41 8,731.222 

   

 

●廃食用油（天ぷら油）回収事業（平成１８年４月～） 

   各家庭や学校給食センター・小中学校・保育園で排出される使用済み食用油をリサイクル

プラザ、資源回収ステーション、各市民センター等で回収。バイオディーゼル燃料に精製し、

その燃料をごみ収集車等に利用しています。 

 

  回収量・使用量                                                      単位：ℓ 

                  年度 

回収場所 
20 21 22 23 24 

給食センター 9,715 8,750 13,240 13,635 13,650 

小中学校 4,080 4,095 － － － 

保育園 1,395 1,446 1,070 1,030 1,360 

資源回収ステーション等 10,920 13,335 16,055 16,960 18,730 

回収量合計 26,110 27,626 30,365 31,625 33,740 

使用量合計 9,600 5,850 5,650 4,700 5,100 
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●資源回収事業奨励金交付事業（平成９年４月～） 

子ども会、ＰＴＡなど各種団体による古新聞等の資源回収の実施は、ごみの減量・再資源

化のみならず、地域コミュニティの育成に役立っています。ごみの減量・再資源化を一層推

進するため、資源回収登録団体に 5 円／㎏の奨励金を交付しています(平成１４年４月１日

から逆有償の場合は２円／㎏を限度として逆有償分を加算しています）。  

                                    単位：t 

年度 実施団体数 古紙類 古布類 空き缶 合 計 奨励金額(円) 

20 92 2,321.455 51.710 31.078 2,404.243 12,021,555 

21 88 2,235.438 53.561 32.100 2,321.099 11,605,495 

22 91 2,249.275 54.816 32.076 2,336.167 11,712,235 

23 88 2,095.203 56.857 31.869 2,183.929 10,919,645 

24 90 2,070,269 54,833 32,993 2,157,495 10,791,757 

   

排出抑制事業 

●生ごみ堆肥化事業＜生ごみ堆肥化容器貸与事業＞ 

平成 5 年度にモデル地区で行ったコンポスト容器貸与事業を全市に拡大し、コンポスト容

器を市民に対して無償で貸与し、生ごみの自家処理を推進しています。なお、平成１１年度

から密閉容器も貸与の対象に追加しました。 

 

コンポスト容器貸与状況                          単位：世帯、基 

年 度 5～19 20 21 22 23 24 累計 

世帯数 7,184 157 174 141 157 86 7,813 

基 数 11,821 198 243 237 219 119 12,718 

 

密閉容器貸与状況                                 単位：世帯、基 

年 度 11～19 20 21 22 23 24 累計 

世帯数 1,215 86 110 65 57 45 1,533 

基 数 2,186 141 179 132 93 68 2,731 
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●家庭用生ごみ処理機購入費補助事業（平成１１年 5 月～） 

家庭から出る生ごみの処理を推進するため、市民が生ごみ処理機を購入した場合に購入費

の５分の３（上限３万円）を補助しています。 

※平成１８年度までは購入費の２分の１（上限２万円）を補助 

                                   

家庭用生ごみ処理機購入費補助台数                                    単位：台 

                                        

 

 

●共同住宅等生ごみ処理機設置費補助事業（平成１６年２月～） 

      家庭から出る生ごみの処理を推進するため、集団で処理する処理機を購入した場合に購入

費の２分の１以内（上限２万円×総戸数）を補助しています。 

単位：件、世帯 

年 度 15 

世帯数 109 

補助件数 1 

 

  ●家庭用剪定枝粉砕機貸出事業（平成２２年６月～） 

剪定枝粉砕機を市民に対して無償で貸与することにより、剪定枝の有効利用を促進し、燃

やすごみの減量及び資源化を推進しています。 

単位：件 

 

 

 

●リサイクルデータバンク設置事業（平成７年１２月～） 

市民からの申込みによりリサイクルデータバンクに品目の登録をし、｢あげます｣、｢求め

ます｣の紹介を行い、不用品の交換の促進を図っています。 

単位：件 

  年 度 

区 分 
20 21 22 23 24 

｢あげます｣ 141 113 104 71 57 

｢求めます｣ 209 183 169 130 119 

成   立 95 85 63 33 40 

 

年  度 11～19 20 21 22 23 24 累計 

補助件数 1,761 128 96 53 30 40 2,108 

         年度 
区分 22 23 24 

件  数 87 91 71 
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３ し尿処理 

概況 

  本市のし尿については、近年における公共下水道の整備と浄化槽の普及により、その処理量は

年々減少しています。現在、収集は、くみ取り区域ごとに市の許可を受けたくみ取り業者が行い小牧

市クリーンセンターにおいて処理しています。浄化槽汚泥は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者が

収集し、小牧市し尿浄化槽汚泥処理施設において処理しています。 

 

し尿処理量の推移                           単位：kℓ 

   年 度 

区 分  
20 21 22 23 24 

 

収 

集 

量 

し尿 5,297 5,307 5,028 4,633 4,329 

浄化槽汚泥 15,256 15,785 15,053 15,321 16,718 

合計 20,553 21,092 20,081 19,954 21,047 

処 

理 

量 

施設処理 20,553 21,092 20,081 19,954 21,047 

 

浄化槽設置基数                              単位：基 

 

 

 

 

 

 

処理対象人口の推移                            単位：人 

         年 度 

区 分 
20 21 22 23 24 

行政区域内人口 153,495 153,371 153,507 153,344 153,170 

計画収集人口 7,251 6,491 6,187 5,666 5,295 

水

洗

化

人

口 

公共下水道によるもの 101,256 102,277 104,532 105,582 108,011 

浄化槽によるもの 45,846 44,603 42,788 42,096 39,864 

 

   年 度 

区 分 
20 21 22 23 24 

単 独 処 理 13,314 13,310 11,399 11,388 5,328 

合 併 処 理 2,970 3,130 3,126 3,299 3,611 

計 16,284 16,440 14,525 14,687 8,939 
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小牧市の環境施策小牧市の環境施策小牧市の環境施策小牧市の環境施策    

・小牧市環境基本計画重点施策の実施状況 

１ 小牧市環境基本計画の理念 

 

小牧市の目指す環境像 

『尾張野の『尾張野の『尾張野の『尾張野の    四季の恵みが四季の恵みが四季の恵みが四季の恵みが    実感できるまち』実感できるまち』実感できるまち』実感できるまち』    

 

この環境像を実現するため、３つの基本理念・基本目標を掲げました。 

 

『協働による環境創造』『協働による環境創造』『協働による環境創造』『協働による環境創造』    〈Ⅰ〉〈Ⅰ〉〈Ⅰ〉〈Ⅰ〉～～～～みんないっしょにみんないっしょにみんないっしょにみんないっしょに～～～～    

環境の創造は、現在と将来の市民が良好な環境を共有することができるよう、

すべての市民が取組へ参加することにより、望ましい環境を確保するとともに、

その環境と環境を守る心を次の世代に引き継いでいくことを目的として行うこ

ととします。 

【２５重点施策の実績に対する評価】 平成 23 年度 平成 24 年度 

◎：目標以上に進捗 ３ ２ 

○：概ね目標どおり進捗 ２０ ２１ 

△：目標に遠く及ばなかった １ １ 

－：何かの理由で全く取組まなかった １ １ 

このうち◎と○の占める割合 ９２.０％ ９２.０％ 

 

『共生による環境創造』『共生による環境創造』『共生による環境創造』『共生による環境創造』    〈Ⅱ〉〈Ⅱ〉〈Ⅱ〉〈Ⅱ〉～～～～みんなにやさしいみんなにやさしいみんなにやさしいみんなにやさしい～～～～    

環境の創造は、人類の存続の基盤である、限りある環境が、人間の活動によ

る環境の負荷によって損なわれる恐れがあることを認識し、人を含めた自然の

生態系の多様性を尊重し、自然環境の維持、保全、整備、回復及び活用を図る

とともに、人と自然、人と人とが健全に共生していくことができる社会を実現

することを目的として行うこととします。 

【３２重点施策の実績に対する評価】 平成 23 年度 平成 24 年度 

◎：目標以上に進捗 ２ １ 

○：概ね目標どおり進捗 ２９ ２９ 

△：目標に遠く及ばなかった ０ １ 

－：何かの理由で全く取組まなかった １ １ 

このうち◎と○の占める割合 ９６.９％ ９３.８％ 
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『循環による環境創造』『循環による環境創造』『循環による環境創造』『循環による環境創造』    〈Ⅲ〉〈Ⅲ〉〈Ⅲ〉〈Ⅲ〉～～～～みんなつながるみんなつながるみんなつながるみんなつながる～～～～    

 環境の創造は、エネルギーの有効利用、廃棄物の抑制、再資源化の促進、そ

の他の環境保全の形成に関する行動により、天然資源の消費が抑制され、環境

への負荷ができるだけ低減される循環型社会を形成することを目的として行う

こととします。 

【２０重点施策の実績に対する評価】 平成 23 年度 平成 24 年度 

◎：目標以上に進捗 ２ ０ 

○：概ね目標どおり進捗 １７ １９ 

△：目標に遠く及ばなかった ０ ０ 

－：何かの理由で全く取組まなかった １ １ 

このうち◎と○の占める割合 ９５.０％ ９５.０％ 

 

総合的な評価総合的な評価総合的な評価総合的な評価    

【全体の評価】【全体の評価】【全体の評価】【全体の評価】    平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度    平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    

◎：目標以上に進捗◎：目標以上に進捗◎：目標以上に進捗◎：目標以上に進捗    ７７７７    ３３３３    

○：概ね目標どおり進捗○：概ね目標どおり進捗○：概ね目標どおり進捗○：概ね目標どおり進捗    ６６６６６６６６    ６９６９６９６９    

△：目標に遠く及ばなかった△：目標に遠く及ばなかった△：目標に遠く及ばなかった△：目標に遠く及ばなかった    １１１１    ２２２２    

－：何かの理由で全く取組まなかった－：何かの理由で全く取組まなかった－：何かの理由で全く取組まなかった－：何かの理由で全く取組まなかった    ３３３３    ３３３３    

全体のうち◎と○の占める割合全体のうち◎と○の占める割合全体のうち◎と○の占める割合全体のうち◎と○の占める割合    ９４９４９４９４....８８８８％％％％    ９９９９３３３３....５５５５％％％％    

 平成２４年度では、◎と○の「できた」という割合が全体の９３．５％と、

平成２３年度に比べて１．３％低くなっておりますが、高い割合で重点施策の

取り組みが推進できたといえます。今後は、第二次小牧市環境基本計画に基づ

き、引き続き環境に配慮した施策を積極的に推進していきます。なお、環境基

本計画の体系図については２４ページを、詳しい評価の内容については、２６

ページ以降に掲載しておりますので、ご覧ください。 

 

計画の期間 

 

この計画の期間は、２００３年（平成１５年）から２０１２年（平成２４年）

の１０年間とします。 

なお、環境をめぐる社会情勢や技術進歩は著しく、情勢に応じて適切に対応

する必要があります。そこで、基本目標に基づく重点施策は、おおむね５年（平

成２０年３月）を目標とした中期的な施策として位置付け、平成１９年度に中

間的な施策の見直しを行いました。 
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重点施策推進のために 

 

次の事項を考慮して、重点施策を推進しています。 

● あらゆる機会を通じた環境意識啓発 

● ＩＴ（情報技術）・人的ネットワークの活用 

● 環境マネジメントシステムによる進行管理 

● パートナーシップによる推進体制 

 

重点施策は、平成１５年度からＰＤＣＡサイクルの手法により毎年度見直し、その

推進を図っています。取組状況は、「重点施策の実施状況」（Ｐ．２６～）をご覧くださ

い。 
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みんな 
 

いっしょに 

 

 

市民・事業者・市 

あらゆる主体が 

協働して 

環境創造に 

取組むまち  

こまき 

１ 

環境の世紀を担う

ひとづくりを進めよ

う 

① 学校版環境ＩＳＯの推進 26 

② 学校の環境教育の充実 27 

③ こどもエコクラブの普及促進 28 

④ 学校を地域の環境学習拠点化 30 

⑤ リサイクル活動（資源回収）の推進 31 

２ 

大人のライフスタイ

ルを見直そう 

① 環境フェアの実施 32 

② 家庭でのエコライフの普及促進 34 

③ 環境関連講座の充実 35 

④ 生活展の充実 37 

３ 

共に学び、共に育

つ環境共育の場づ

くりを進めよう 

① リサイクルプラザの活用 38 

② 農業公園内へのエコハウスの設置 41 

③ 休耕地や校内地の体験広場化 42 

④ 兒（ちご）の森の活用促進 43 

４ 

環境ネットワークづ

くりを進めよう 

① 市民活動推進事業の推進 44 

② 環境フェアの実施 （Ⅰ-２-①参照）  

③ こまき環境市民会議の活動促進 45 

④ エコ○○認証制度 46 

５ 

地域ぐるみの環境

活動を進めよう 

① ごみの散乱防止重点地域での美化活動の促進 47 

② 市民総ぐるみの地域環境美化活動 48 

③ 

ボランティアをサポートするアダプトプログ

ラムの活動の促進 

49 

④ 路上喫煙禁止区域の設定 50 

６ 

事業者の環境活動

を進めよう 

① ＩＳＯ認証取得支援 51 

② こまき環境ＩＳＯネットワーク活動の促進 53 

③ 小牧版環境マネジメントシステムの構築 54 

④ 市役所ＣＯ
２
排出抑制 55 
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みんなに 

 
やさしい 

 
 

人と自然と産業が 

調和する 

共生のまち 

こまき 

１ 

豊かな自然を守り

育てよう 

① 「小牧環境マップ」の作成 57 

② 自然とのふれあい体験イベントなどの実施 58 

③ 「自然環境観察人」制度の創設 59 

２ 

水と水辺を守り育

てよう 

① 水辺の親水化と保全事業 60 

② 水辺を生かした空間づくり 61 

③ 公園などのビオトープ整備 62 

④ 緑道の整備 63 

⑤ 下水道整備の推進・水洗化率向上 64 

３ 農業を守り育てよう 

① 農業公園の整備 65 

② 農業祭の充実 66 

③ 優良農用地の保全 67 

④ 遊休農地、耕作放棄地などの有効活用 68 

⑤ 市民菜園の増設 69 
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歴史と文化を守り
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① 史跡マップの整備、案内標識の設置 70 

② 小牧山整備 72 

５ 花と緑を増やそう 
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③ 花の小径整備事業 75 
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⑤ 緑化基金の活用 77 

⑥ 公共施設空間の緑化増量、緑のﾘｻｲｸﾙ推進 78 

６ 

魅力ある公園づくり

を進めよう 

① 公園整備推進 (市民四季の森、ｽﾎﾟｰﾂ公園） 79 

② ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ､ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾜｰｸなどによる公園整備 80 

③ 公園ボランティアの育成 81 

７ 

魅力ある美しいま

ちなみをつくろう 

① 電線の地中化の促進 82 

② 小牧山周辺の景観整備 83 

③ 公共サインの体系的整備 84 

８ 

公害の発生を防止

しよう 

① 環境監視・測定の強化と情報の発信化 85 

② 環境・公害知識に関する市民意識向上 86 

③ ディーゼル車の転換、低公害車化促進 87 

９ 

活力ある産業都市

をつくろう 

① 事業者の適切な立地誘導 88 

② 東部地区整備の推進 89 
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みんな 
 

つながる 
 
 

地球にやさしい 

循環のまち 

（サイクルシティ） 

こまき 

１ 

エネルギーを大切

に使おう 

① 新ｴﾈﾙｷﾞｰ・省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備の普及促進 90 

② 

家庭でのエコライフの普及促進（Ⅰ-２-②

参照） 

 

③ エコポイント制度の導入 92 

④ クリーンエネルギーの体験の推進 93 

⑤ 

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備の公共施設

への積極導入 

94 

２ 捨てるより活かそう 

① リサイクルプラザの活用 95 

② ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進 97 

③ 誰でも分かるごみ分別表の作成 98 

④ 商業者と連携したごみ対策 99 

⑤ 生ごみ減量の推進 100 

⑥ ごみ再資源化の推進 102 

⑦ ごみ処理施設の整備 103 

３ 

エコモビリティを進

めよう 

① 公共交通利用促進協議会の充実 104 

② こまき巡回バス運行事業 105 

③ 公共交通の利用促進 106 

④ 自転車の活用促進 107 

⑤ 違法駐車対策の推進 109 

⑥ 放置自転車対策の推進 110 

⑦ 快適で人にやさしい道路整備 111 

⑧ 低公害車化・エコドライブ促進 112 
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＜Ⅰ＞みんないっしょに＜Ⅰ＞みんないっしょに＜Ⅰ＞みんないっしょに＜Ⅰ＞みんないっしょに    

１１１１    環境の世紀を担うひとづくりを進めよう環境の世紀を担うひとづくりを進めよう環境の世紀を担うひとづくりを進めよう環境の世紀を担うひとづくりを進めよう    

 

①①①①    学校版環境ＩＳＯの推進学校版環境ＩＳＯの推進学校版環境ＩＳＯの推進学校版環境ＩＳＯの推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 学校の環境改善活動を継続するため、市が審

査認定する学校版環境 ISO の活動を推進しま

す。 

保護者、地域の一

員として ISO 活動

に参加します。 

資源回収への協力

や人材の派遣など、

ISO 活動を支援しま

す。 

審査・ 監査の 実

施、環境に関する

情報提供など ISO

活動を 促進し ま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

今年度中に４校の再認定を

行い、活動の継続を促進しま

す。（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課） 

２４年度に認定期間が終了と

なる４校から更新の申し込み

があり、審査を実施し、認定し

ました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況となって

おり、今後も第二次小牧市環境

基本計画に基づいた環境改善

活動を継続実施するとともに、

各学校での保全活動促進を図

ります。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・更新認定受付、認定審査（４校が更新） 

平成２２年度 ・更新認定受付、認定審査（１４校が更新） 

平成２３年度 ・更新認定受付、認定審査（７校が更新） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

学校版環境ISO を更新した小中学校数（校） 

（全２５校中） 

１４ ７ ４ 

＜数値目標進捗状況＞ 

    

    

    

    

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 学校版環境ＩＳＯ学校版環境ＩＳＯ学校版環境ＩＳＯ学校版環境ＩＳＯ    

 児童・生徒・教職員が一体となって、環境問題を考え環境によい学校づくりに取り組みま

す。 

数値目標 平成２４年度達成に向けた進捗率 

学校版環境ISO を全小中学校 

が更新 

 

１００％ 

３３３３        重点施策の実施状況重点施策の実施状況重点施策の実施状況重点施策の実施状況    
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②②②②    学校の環境教育の充実学校の環境教育の充実学校の環境教育の充実学校の環境教育の充実    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 全小中学校でさまざまな手法を取り入れ、環境

に関する教育の内容を深めます。 

講師やボランティ

アとして授業や学

校活動に参加しま

す。 

事業所の施設見学

や人材の派遣など

環境教育に協力しま

す。 

市民や事業者に

対する協力依頼な

ど、学校の取組を

支援します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

全小中学校で実施している

環境教育の内容を把握しま

す。（（（（学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課） 

アンケートにより、水生生物や

水質の調査、環境施設の見学、

牛乳パック・アルミ缶・エコキ

ャップ回収、校区内清掃活動な

どを実施していることを把握

しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況となって

おり、今後は第二次小牧市環境

基本計画に基づいて、引き続き

全小中学校での環境教育の充

実を図ります。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・各校でリサイクルの方法やエネルギーについて学習。 

・アンケート調査を実施（３月） 

平成２２年度 

・各校でリサイクルの方法やエネルギーについて学習。 

・アンケート調査を実施（３月） 

平成２３年度 

・各校でリサイクルの方法やエネルギーについて学習。 

・アンケート調査を実施（３月） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

環境教育へ市民協力者が参加した学校数（校）

（全２５校中） 

１５ １９ ２１ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 学校の環境教育学校の環境教育学校の環境教育学校の環境教育    

 美しい地球を守り伝えるため、日頃から環境問題を意識し

つつ、環境に配慮した生活が実践できるよう環境教育を進め

ます。 
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③③③③    こどもエコクラブの普及促進こどもエコクラブの普及促進こどもエコクラブの普及促進こどもエコクラブの普及促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 環境省が実施する「こどもエコクラブ」の普及を

促進します。全小学校でのエコクラブ設立を目指

します。 

エコクラブへ参加

します（小学生）。

また、指導者として

協力します。 

人材の派遣など、エ

コクラブの活動を支

援します。 

エコクラブの PR、

設立を支援し、クラ

ブ間の交流促進を

進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

幼稚園、保育園、小中学校を

中心にＰＲを行い５団体、１

００人の加入を目指します。

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課） 

・教育委員会、子育て支援課に

働きかけました。 

・機会をとらえ小学校、保育園

等に直接働きかけました。 

・ホームページ、広報掲載によ

りＰＲしました。 

・２団体、２３２人が加入しま

した。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        △△△△    

団体数について、目標の達成に

は至りませんでした。 

改善点改善点改善点改善点    

ＰＲ、働きかけは行っています

が、こどもエコクラブ数・参加

人数のとも減少しているため、

第二次小牧市環境基本計画に

基づき、今後も引き続きＰＲ、

働きかけを工夫していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・教育委員会、子育て支援課に働きかけ 

・小学校、保育園等に直接働きかけ 

・ホームページ、広報掲載によるＰＲ 

平成２２年度 

・教育委員会、子育て支援課に働きかけ 

・小学校、保育園等に直接働きかけ 

・ホームページ、広報掲載によるＰＲ 

平成２３年度 

・教育委員会、子育て支援課に働きかけ 

・小学校、保育園等に直接働きかけ 

・ホームページ、広報掲載によるＰＲ 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

こどもエコクラブを設立した小学校数 

（全１６校中） 

２ ２ １ 

市内全体のこどもエコクラブ数（校） 

（クラブ参加人数） 

７ 

(４３１人) 

７ 

(５２８人) 

２ 

（２３２人） 
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＜数値目標進捗状況＞ 

    

    

    

    

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● こどもエコクラブこどもエコクラブこどもエコクラブこどもエコクラブ    

 持続可能な社会をつくるためには、次世代を担う子どもたちが将来にわたり環境を大切に

する意識を持ち、環境にやさしい暮らし方を実践していくことが必要です。 

市では、子どもたちの地域での

主体的な環境学習や実践活動を

支援することを目的に、環境省が

実践する「こどもエコクラブ」事

業への参加を促進しています。 

 

 

        

数値目標 平成２４年度達成に向けた進捗率 

全小学校でのエコクラブ設立を目指し 

ます 

 

６.２５％ 
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④④④④    学校を地域の環境学習拠点化学校を地域の環境学習拠点化学校を地域の環境学習拠点化学校を地域の環境学習拠点化    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 全小中学校が地域の環境学習拠点となるよう、

学校の状況に応じた機能整備を進めます。 

学校や地域の環

境活動へ参加し、

環境情報を提供す

る な ど 協力 し ま

す。 

学校や地域の環境

活動への参加をし、

環境情報を提供す

るなど協力します。 

学校施設の整備

や情報設備の提

供を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

地域の住民に環境学習に関

する取組みの PR をするた

め、学校新聞やHPなどで紹

介します。 

((((学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課))))    

各校が環境学習の内容を学校

新聞やHP、PTA新聞などに掲

載し、情報発信に努めました。 

学校公開日に環境学習発表会

を実施しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況となって

おり、今後は第二次小牧市環境

基本計画に基づいて、全小中学

校が効果的な情報を発信でき

るよう働きかけます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・各校が、学校新聞、ホームページ、学年通信等で環境に関する活動内容を

紹介 

平成２２年度 

・各校が、学校新聞、ホームページ、学年通信等で環境に関する活動内容を

紹介 

平成２３年度 

・各校が、学校新聞、ホームページ、学年通信等で環境に関する活動内容を

紹介 

・学校公開日に環境学習発表会を実施。 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

新聞やＨＰ等で環境に関する取組みを地域に情報

発信している学校数（全２５校中） 

２５ ２５ ２５ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 学校を地域の環境学習拠点化学校を地域の環境学習拠点化学校を地域の環境学習拠点化学校を地域の環境学習拠点化    

 環境問題に関する市民意識を高めるため、身近な学校を拠点として学校施設を核にした取

組を、地域市民の手により進めます。 
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⑤⑤⑤⑤    リサイクル活動（資源回収）の推進リサイクル活動（資源回収）の推進リサイクル活動（資源回収）の推進リサイクル活動（資源回収）の推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 リサイクル活動を推進するため、資源回収団体

の活動を積極的に支援し、平成１８年度実績以上

の資源回収量を目指します。（平成１８年度資源

回収量：2,576ｔ） 

資源回収団体の

活動や資源の排

出に協力します。 

資源のリサイクルル

ートを確立します。 

資源回収団体の

活動を積極的に支

援します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

資源回収団体に登録している

が、活動をしていない団体及

び資源回収団体に登録してい

ない団体に、活動するように

働きかけます。 

（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）    

・ＨＰ、広報等により、資源回収

活動を行うよう働きかけました。 

・１３団体に対し、感謝状の贈呈

をし、活動の推進を図りました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね目標どおり進捗できました。

しかし、収集量は平成１８年度実

績より４１９ｔ減少しました。 

改善点改善点改善点改善点    

更なる啓発を行います。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・ＨＰ、広報等により、資源回収活動を行うよう働きかけ（118 団体の登録） 

平成２２年度 
・ＨＰ、広報等により、資源回収活動を行うよう働きかけ（117 団体の登録） 

平成２３年度 ・ＨＰ、広報等により、資源回収活動を行うよう働きかけ（117 団体の登録） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

資源回収団体による収集量（ｔ） 2,394 2,239 2,157 

資源回収団体登録数（団体） 117 117 117 

＜数値目標進捗状況＞ 

    

    

    

    

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 資源回収団体資源回収団体資源回収団体資源回収団体    

 再生利用可能な廃棄物の回収を推進するため、小牧市資源回収事業奨励金交付事業におい

て登録を受けた団体に対して、古新聞紙などの回収量１ｋｇにつき５円の奨励金を交付して

います。（平成９年４月１日から実施） 

※平成１４年４月１日から、回収した資源の引き取りが有料となる場合には、その費用を奨

励金に加算します。（回収量１ｋｇにつき２円まで） 

※平成２５年度から雑がみの回収を必須化するよう制度改正 

    

数値目標 平成２４年度達成に向けた進捗率 

平成１８年度実績以上 

（平成18 年度資源回収量：2,576ｔ） 

 

84％ 



環境基本計画 重点施策の実施状況 

＜Ⅰ＞みんないっしょに 

 

 32

２２２２    大人のライフスタイルを見直そう大人のライフスタイルを見直そう大人のライフスタイルを見直そう大人のライフスタイルを見直そう    

 

①①①①    環境フェアの実施環境フェアの実施環境フェアの実施環境フェアの実施 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民や市民団体、事業者と協働した環境フェア

を開催し、環境に関する活動の PR、交流・啓発を

進めます。 

環境フェアに参加

します。企画運営

に協力します。市

民や市民団体の

取組を PR します。 

環境フェアに参加し

ます。企画運営に協

力します。事業者の

取組を PR します。 

環境フェアの実施

を支援します。市

の取組を PR しま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

生活展、農業祭、消防フェア

との同日開催により、いきい

きこまきの内容充実と参加

者増加を図ります。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・内容の充実を図るため、従来

のブースに加え、公募により新

たなブースを出展しました。

（１団体） 

・スタンプラリーを実施するな

どし、参加者の増加を図りまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となって

いるため、第二次小牧市環境基

本計画に基づき、今後も引き続

き、市民団体の活動発表や環境

の体験学習の内容の充実を図

ります。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・合同実行委員会の立ち上げ 

・こまき環境市民会議に事業を委託 

・事業内容の検討 

・いきいきこまき開催 

平成２２年度 

・合同実行委員会の立ち上げ 

・こまき環境市民会議に事業を委託 

・事業内容の検討 

・いきいきこまき開催 

平成２３年度 

・合同実行委員会の立ち上げ 

・こまき環境市民会議に事業を委託 

・事業内容の検討 

・いきいきこまき開催 
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＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

合同開催の入場者実績（人） 38,000 23,000 23,000 

合同開催の内容 

生活展、農業

祭、消防フェア 

生活展、農業

祭、消防フェア 

生活展、農業

祭、消防フェア 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 環境フェア環境フェア環境フェア環境フェア    

  環境にやさしいまちづくりに向け、市民・事業者・行政の三者の連携促進のため、こま

き環境市民会議により企画運営します。 

事業概要としては、各種体験コーナーの設置、市民団体や企業の取組紹介などです。 
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②②②②    家庭でのエコライフの普及促進家庭でのエコライフの普及促進家庭でのエコライフの普及促進家庭でのエコライフの普及促進 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 地球温暖化対策として家庭で簡単にできる事例

の啓発冊子、環境家計簿等を利用し、エコライフ

を推進します。 

啓発冊子、環境家

計簿を利用し、日

常生活での環境

負荷の低減に努

めます。 

事業所で啓発冊子、

環境家計簿を PR し

ます。 

啓発冊子、環境家

計簿等で環境教

育や、市民へのＰ

Ｒを進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

ホームページや各施設に設

置してある環境家計簿・エコラ

イフチェックシートを、より多く

の市民につけてもらい、デー

タの収集を図ります。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・より多くの市民に活用してもらう

ため、環境家計簿、エコライフチ

ェックシートをホームページで紹

介しました。 

・市内小中学生に、夏休み期間

中にエコライフチェックシートの

実践を依頼し、回収したシートか

らデータを収集しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、引き続きエコライ

フチェックシート・環境家計簿で

ＰＲを進めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・ホームページ版環境家計簿での、データ収集 

・小中学生にエコライフチェックシートの実践を働きかけ 

平成２２年度 

・ホームページで環境家計簿・エコライフチェックシートの紹介 

・小中学生にエコライフチェックシートの実践を働きかけ 

平成２３年度 

・ホームページで環境家計簿・エコライフチェックシートの紹介 

・小中学生にエコライフチェックシートの実践を働きかけ 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

エコライフチェックシートの実践による 

ＣＯ
２
削減量（kg/日） 

０．８８ ０．９６ １．１０ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 環境家計簿環境家計簿環境家計簿環境家計簿    

 日々の生活において環境に負荷を与える行動を記録し、必要に応じて点数化したり、一定

期間の集計を行い、排出される二酸化炭素の量に換算するものが一般的です。 

金銭で家庭の活動を記録する家計簿と同じように、環境を巡る家庭の活動を把握しようと

するものです。 
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③③③③    環境関連講座の充実環境関連講座の充実環境関連講座の充実環境関連講座の充実    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市や大学などが実施する環境関連講座の情

報を集約して効果的に提供するとともに、環境

関連の出前講座などを充実します。 

環境講座などを積極

的に受講し、環境問

題への理解を深めま

す。講師として協力

します。 

専門家を講師として

派遣するなど講座の

開催に協力します。 

環境関連講座の

情報を集約し、効

果的な PR を進め

ます。環境関連の

出前講座を充実し

ます 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

既存の環境関連講座、出前講

座を実施するとともに、市や大

学などが実施する環境関連講

座の情報を集約し、効果的な

提供方法を検討します。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

環境関連講座実施状況情報

の提供に努め、自主講座を企

画実施します。 

（生涯学習課）（生涯学習課）（生涯学習課）（生涯学習課）    

・環境リーダーを養成するため

に市民環境講座を全５回実施し

ました。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課） 

・環境関連講座実施状況情報を

提供し、出前講座を１６回実施し

ました。 

（生涯学習課）（生涯学習課）（生涯学習課）（生涯学習課） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となった

が、受講者数の伸びの鈍化など

の課題もあるため、第二次小牧

市環境基本計画に基づき、その

時代に合った講座内容や参加

者募集方法の検討及び近隣の

大学との連携を進めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・出前講座実施（３回） 

・環境リーダーを養成するために市民環境講座を全５回実施 

・環境関連講座の実施状況を年度末に調査 

平成２２年度 

・出前講座実施（４回） 

・環境リーダーを養成するために市民環境講座を全６回実施 

・環境関連講座の実施状況を年度末に調査 

平成２３年度 

・出前講座実施（１回） 

・環境リーダーを養成するために市民環境講座を全５回実施 

・環境関連講座の実施状況を年度末に調査 
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＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

環境関連講座実施件数（件） 

（環境対策課） 

１０ ６ ５ 

環境関連出前講座実施件数（件） 

（生涯学習課） 

１１ １９ １６ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● 環境関連講座の充実環境関連講座の充実環境関連講座の充実環境関連講座の充実    

行政が、市民の集会等に直接出向き話をすることにより、市民と行政の信頼関係向上を図

り、また、現在の仕事に対しての刺激、新たな疑問を生み、職員の資質の向上にもつながる

事業です。生涯学習のまちづくり出前講座としては、｢ごみ減量化対策｣、｢地球温暖化防止に

ついて｣、「水生生物調査」の３講座を用意しています。 
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④④④④    生活展の充実生活展の充実生活展の充実生活展の充実 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民が消費者として環境負荷の少ないライフス

タイルに関心が持てるよう魅力のある生活展を実

施します。 

生活展に参加して

消費者として環境

などへの関心や理

解を深めます。 

生活展に参加して

消費者への情報提

供に努めます。 

生活展への支援を

進め、積極的に

PR します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

環境負荷の少ないライフスタイ

ルの啓発をします。 

（生活交流課）（生活交流課）（生活交流課）（生活交流課）    

・生活展、環境フェア、農業祭、

消防フェアの４つを「いきいきこ

まき」として同時開催しました。 

･コウケンテツによる『キッチンか

ら始まる家族の絆』をテーマに

食育の大切さに関する講演会を

開催しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

より伝わりやすい方法やイベント

としての魅力を検討していきま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・生活展、環境フェア、農業祭、消防フェアと同日開催して来場者への環

境啓発活動の実施 

・消費団体によるパネル展示や展示にあわせたクイズラリーを実施 

平成２２年度 

・生活展、環境フェア、農業祭、消防フェアと同日開催して来場者への環

境啓発活動の実施 

・畑正憲氏による自然保護に関する講演会を開催 

平成２３年度 

・生活展、環境フェア、農業祭、消防フェアと同日開催して来場者への環

境啓発活動の実施 

・森野熊八氏による食に関する講演会を開催 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● 生活展の充実生活展の充実生活展の充実生活展の充実    

消費生活に有用な情報の提供及び知識の向上を図り、もって消費生活の安定と向上に資す

ることを目的とします。 
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３．共に学び、共に育つ環境共育の場づくりを進めよう３．共に学び、共に育つ環境共育の場づくりを進めよう３．共に学び、共に育つ環境共育の場づくりを進めよう３．共に学び、共に育つ環境共育の場づくりを進めよう    

 

①①①①    リサイクルプラザの活用リサイクルプラザの活用リサイクルプラザの活用リサイクルプラザの活用    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 リサイクルプラザを活用し、「循環型社会」の実

現に向け、総合的なリサイクルの推進や啓発を進

めます。 

市民や市民団体

の自主的な活動の

場として活用しま

す。 

プラザを利用して、

事業者の環境への

取組を PR します。 

市民や市民団体

の活用を促進し、

施設利用を積極的

に PR します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標（平成２立てた目標（平成２立てた目標（平成２立てた目標（平成２４４４４年度）年度）年度）年度）    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

・広報、ホームページ、ケーブ

ルテレビなどで PR します。 

・チラシを全戸配布して PR し

ます。 

・リサイクル体験教室の参加者

増加策を研究します。 

（（（（リサイクルプラザリサイクルプラザリサイクルプラザリサイクルプラザ）））） 

・広報、ホームページ、ケーブル

テレビ、民放テレビなどで PR し

ました。 

・チラシを全戸配布し PR しまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

気軽に参加できる教室づくり

を進めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

・リサイクル体験教室 

・公開廃食用油石けん作り（毎

月１回） 

・おもちゃ病院（毎月１回） 

・修理再生品の無償譲渡（毎

月１回 家具・自転車） 

・リユースコーナーの開設（子

供服の古着、古本） 

・リサイクルデータバンクの開

設及びリユースデーの開催 

・間伐竹を使った竹炭作り 

・リサイクル体験教室 

・公開廃食用油石けん作り（毎月

１回） 

・おもちゃ病院（毎月１回） 

・修理再生品の無償譲渡（毎月１

回 家具・自転車） 

・リユースコーナーの開設（子供

服の古着、古本） 

・リサイクルデータバンクの開設

及びリユースデーの開催 

・間伐竹を使った竹炭作り 

・リサイクル体験教室 

・公開廃食用油石けん作り（毎月

１回） 

・おもちゃ病院（毎月１回） 

・修理再生品の無償譲渡（毎月１

回 家具・自転車） 

・リユースコーナーの開設（子供

服の古着、古本） 

・リサイクルデータバンクの開設

及びリユースデーの開催 

・間伐竹を使った竹炭作り 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度  

リサイクル体験教室参加者数（人） ３,４１１ ３,０８２ ２,６８２ 
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＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● リサイクル体験教室リサイクル体験教室リサイクル体験教室リサイクル体験教室 

① サンドブラスト体験 

資源ごみとして出された空きびん等を利用し、サンドブラスター（ガラスに砂を吹き

付ける機械）を使ってガラスびんに好きな絵柄を描く体験教室です。 

② とんぼ玉作り体験 

資源ごみとして出された空きびんを切ったガラス棒をガスバーナーで溶かし、ステン

レス棒に巻きつけ、ガラス玉を作る体験教室です。 

③ 紙すき体験 

資源ごみとして出された牛乳パックからパルプを取り出し、紙すきをしてはがきを作

る体験教室です。 

● その他の教室等 

① おもちゃ病院の開設 

毎月第1日曜日に壊れたおもちゃを無償で修理します（ボランティアに依頼） 

② 廃食用油石けん作り体験 

家庭から出る廃食用油を使って粉石けんを作ります。 

③ 体験教室（広報による募集実積） 

４月～６月‥‥‥古布で布ぞうりを編んでみよう。 

古布でカラフルマットを作ろう。（さき織り） 

廃ガラスでとんぼ玉と古布で一輪の花を作ろう。 

竹（間伐材）でかえるファミリーを作ろう。 

廃食用油と廃ガラスでキャンドルポットを作ろう。 

牛乳パックのパルプでカラーレターセットを作ろう。 

廃鏡でデザインミラーを作ろう。（サンドブラスト） 

花柄のグラスを作ろう。（サンドブラスト） 

廃ガラスで自分の手を作ろう。 

廃ガラスですてきな写真立てを作ろう。 

廃ガラス（ビン底）に絵を描こう。 

廃ガラスでとんぼ玉ブレスレットを作ろう。 

自転車を修理してみよう。（パンク修理） 

 

７月～９月‥‥‥古布で布ぞうりを編んでみよう。 

古布でコースターを作ろう。（さき織り） 

廃ガラスで涼しげなアミ皿を作ろう。 

廃ガラスでとんぼ玉ストラップを作ろう。 

自転車を修理してみよう。（パンク修理） 

竹（間伐材）と古布でハタキを作ろう。 
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牛乳パックのパルプでマーブルはがきを作ろう。 

廃ガラスでかわいいかざり皿を作ろう。 

廃ガラスにサンド絵を描こう。（サンドブラスト） 

廃ガラスでゆら・きらかざりを作ろう。 

廃びんと廃ガラスでペン立てを作ろう。（サンドブラスト） 

空き箱などで迷路を作って遊ぼう。 

 

１０月～１２月‥古布で布ぞうりを編んでみよう 

古布でマットを作ろう。（さき織り） 

廃ガラスでタイル調コースターを作ろう。 

自転車を修理してみよう。（パンク修理） 

廃ガラスでクリスマスプレートを作ろう。（サンドブラスト） 

ハロウィングラスを作ろう。（サンドブラスト） 

廃ガラスに絵を描こう。 

 

１月～３月‥‥‥古布で布ぞうりを編んでみよう。 

古布でマットを作ろう。（さき織り） 

自転車を修理してみよう。（パンク修理） 

廃ガラスでとんぼ玉ストラップを作ろう。 

廃ガラスでガラス絵を描こう。 

牛乳パックのパルプで５色のハガキを作ろう。 

廃ガラスにサンド絵を描こう。（サンドブラスト） 

廃ガラスでゆら・きらかざりを作ろう。 

花柄のグラスを作ろう。（サンドブラスト） 

空き箱などで迷路を作って遊ぼう。 
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②②②②    農業公園内へのエコハウスの設置農業公園内へのエコハウスの設置農業公園内へのエコハウスの設置農業公園内へのエコハウスの設置 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 農業公園計画の具体化に合わせて、エコハウ

スの設置を検討します。 

農業公園計画へ

のエコハウス設置

を提案します。 

農業公園計画への

エコハウス設置に参

加します。 

市民や事業者の

意見を踏まえた農

業公園計画の検

討を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

目標未設定（農業公園の計画

をゼロから見直すこととなった

ため、今後、農業公園の方向

性について再検討します） 

((((農政課農政課農政課農政課))))    

農業公園建設事業は凍結され

ました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ――――    

 

改善点改善点改善点改善点        ――――    

 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・基本設計内で検討 

平成２２年度 ・基本設計内で検討 

平成２３年度 ・基本設計内で検討 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● エコハウスの設置エコハウスの設置エコハウスの設置エコハウスの設置    

 １９年度の基本構想、２０年度の基本計画、２１～２２年度の基本設計においてエコハウ

スの必要性を検討しましたが、平成２５年第１回定例会の市長答弁にもありましたとおり、

農業公園の計画は凍結となりました。 
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③③③③    休耕地や校内地の体験広場化休耕地や校内地の体験広場化休耕地や校内地の体験広場化休耕地や校内地の体験広場化    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 休耕地や校内地の活用事例や市民ニーズ、先

進事例を調査し、体験広場としての休耕地等の活

用を進めます。 

地域の休耕地の

活用や栽培指導

な ど に 協力し ま

す。 

休耕地、苗や肥料

の提供、栽培指導な

どに協力します(農

家)。 

休耕地や校内地

の活用事例を調査

し、モデル事業を

実施します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

休耕地や校内地を利用し、

米・野菜・花などの栽培をす

るなど、体験学習を実施しま

す。（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）    

・校内地において野菜や花の

栽培などを実施しました。 

・ゴーヤによる緑化活動や、

菜の花プロジェクトなどに

取り組みました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

休耕地に限らず、身近な校内地

を活用した学校菜園等による環

境教育の場づくりを進めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・畑で野菜を育てる農業体験学習や花壇の増設。 

・アンケート調査を実施（３月） 

平成２２年度 

・畑で野菜を育てる農業体験学習の実施。 

・アンケート調査を実施（３月） 

平成２３年度 

・畑で野菜を育てる農業体験学習の実施。 

・アンケート調査を実施（３月） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

休耕地又は校内地を活用している学校数 

（全２５校中） 

１９ １８ ２１ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 休耕地等の体験広場化休耕地等の体験広場化休耕地等の体験広場化休耕地等の体験広場化    

 休耕地等を活用し、花の栽培や芋掘り等の農業体験を進めます。 
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④④④④    兒（ちご）兒（ちご）兒（ちご）兒（ちご）の森の活用促進の森の活用促進の森の活用促進の森の活用促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

東部丘陵地域の里山を活用した、子どもたち

の自然体験活動の場や市民の憩いの場として兒

の森の活用を促進します。 

兒の森の整備･管

理･運営に協力し

ます。 

兒の森の運営に協

力します。 

兒の森への市民

や事業者の参加を

PR します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

Ⅱ－１－②で実施（（（（生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習課）課）課）課） 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

子どもたちの自然体験ができるよう、市民グループとともに環境保全活動をし

ました。 

平成２２年度 

子どもたちの自然体験ができるよう、市民グループとともに環境保全活動をし

ました。 

平成２３年度 

子どもたちの自然体験ができるよう、市民グループとともに環境保全活動をし

ました。 
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４４４４    環境ネットワークづくりを進めよう環境ネットワークづくりを進めよう環境ネットワークづくりを進めよう環境ネットワークづくりを進めよう    

    

①①①①    市民活動推進事業の推進市民活動推進事業の推進市民活動推進事業の推進市民活動推進事業の推進 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民活動推進事業を実施し、市民活動を促進

し、市民や事業者と行政が連携した事業の創出

を目指します。 

市民活動やまちづ

くりへの関心を高

め、活動に参加し

ます。 

市民や市民団体と

の連携、協働を進め

ます。 

市民や市民団体と

連携し、協働事業

の増加を目指しま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

市民活動事業に助成金を交

付し、市民活動を支援・推進し

ます。（（（（協働推進協働推進協働推進協働推進課課課課）））） 

・１０団体に市民活動助成金を助

成 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

引き続き、制度の周知を図りま

す。また、平成２４年３月から

協働提案事業化制度をスター

トさせ、平成２４年度に８事業

を採択・予算化し、２５年度に

事業実施を図ります。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・市民の創意と工夫あふれるまちづくり活動に要する費用の一部を助成（助成

団体数 １６団体） 

平成２２年度 

・市民の創意と工夫あふれるまちづくり活動に要する費用の一部を助成（助成

団体数 １５団体） 

平成２３年度 

・市民の創意と工夫あふれるまちづくり活動に要する費用の一部を助成（助成

団体数 １１団体） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

助成団体数 １５ １１ １０ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 市民活動推進市民活動推進市民活動推進市民活動推進事業事業事業事業    

 平成１７年度に、顕彰事業から市民活動推進条例に基づく市民活動助成金交付制度に改め、

２４年度は１０団体に助成をし、自主的に行う社会貢献活動の支援やPR をすることができ

ました。また、２４年度からの協働提案事業化制度においては、市民提案型３事業、行政提

案型５事業を採択・予算化し、２５年度から事業実施をします。 
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③③③③    こまき環境市民会議の活動促進こまき環境市民会議の活動促進こまき環境市民会議の活動促進こまき環境市民会議の活動促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民、市民団体、事業者、行政が協働して環境

問題に取り組む「こまき環境市民会議」の活動を

促進します。 

環境情報を提供

し、こまき環境市民

会議の運営などに

協力します。 

環境情報を提供し、

こまき環境市民会議

の運営などに協力し

ます。 

環境情報の集約・

発信の場を提供

し、活動の促進を

図ります。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

環境映画鑑賞会、こどもとおとな

の環境会議、環境フェア等を開

催するとともに、環境情報誌や

ホームページで環境情報を提

供します。（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課） 

・環境映画鑑賞会、こどもとお

となの環境会議、環境フェアな

どを開催し環境情報を提供し

ました。 

・環境情報誌、ホームページ

で環境情報を提供しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後も引き続き

環境情報の集約･発信の充実を

図ります。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● こまき環境市民会議こまき環境市民会議こまき環境市民会議こまき環境市民会議    

 市民、市民団体、事業者及び行政が協働して環境基本計画に掲げられた重点施策を推進する

ことを目的としています。（設立：平成１６年６月 構成員：市民団体７、企業１、個人３（平成２４年４

月１日現在）） 
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④④④④    エコ○○認証制度エコ○○認証制度エコ○○認証制度エコ○○認証制度 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 エコ○○認証制度の検討とモデル的な取組を

進めます。 

制度の検討や実

施に参加、協力し

ます。 

制度の検討や実施

に参加、協力しま

す。 

認証制度やモデ

ル的な取組を検討

します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

エコハートショップ認定制度

を推進します。 

((((廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課)))) 

・エコハートショップの追加認定

はありませんでした。 

・制度のＰＲ 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

新たな認定はなかったものの、

ＰＲについては概ね計画どおり

実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

エコハートショップ制度をさらに

ＰＲします。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・エコハートショップを４店追加認定 

・制度のＰＲ 

平成２２年度 

・エコハートショップを２店追加認定 

・制度のＰＲ 

平成２３年度 

・エコハートショップの追加認定なし 

・制度のＰＲ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● エコ○エコ○エコ○エコ○○認証制度○認証制度○認証制度○認証制度    

 家庭、学校、会社などの単位で環境配慮活動に取り組んでい

ただき、一定の基準を満たすと認定証などを贈る制度です。 
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５５５５    地域ぐるみの環境活動を進めよう地域ぐるみの環境活動を進めよう地域ぐるみの環境活動を進めよう地域ぐるみの環境活動を進めよう    

 

①①①①    ごみの散乱防止重点地域での美化活動の促進ごみの散乱防止重点地域での美化活動の促進ごみの散乱防止重点地域での美化活動の促進ごみの散乱防止重点地域での美化活動の促進 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 快適で清潔なまちづくり条例に基づき「ごみの

散乱防止重点地域」を設定し、ポイ捨て防止の積

極的な取組を進めます。 

ポイ捨てをしない

ようにします。重点

地域の取組に協

力します。 

事業所周辺の重点

地域の活動に協力

します。 

重点地域を設定

し、活動の支援や

PR を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

重点地域（トラックターミナル

区）における効果的なポイ捨

て防止策を推進します。 

（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課） 

・重点地区の地域住民、事業所

と連携し、清掃活動を実施しまし

た。 

 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・重点地区の地域住民、事業所と連携し、清掃活動を実施 

平成２２年度 ・重点地区の地域住民、事業所と連携し、清掃活動を実施 

平成２３年度 ・重点地区の地域住民、事業所と連携し、清掃活動を実施 

市長は、ごみの散乱を防止し、環境の美化を推進するため、特に必要があると認められる

地域をごみの散乱防止重点地域として指定することができます。 

重点地域は、その旨及び区域を告示するとともに、ごみの散乱

防止のための先導的な事業、その他有効な施策が実施されること

となります。 

 

        

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● ごみの散乱防止重点地域ごみの散乱防止重点地域ごみの散乱防止重点地域ごみの散乱防止重点地域    
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②②②②    市民総ぐるみの地域環境美化活動市民総ぐるみの地域環境美化活動市民総ぐるみの地域環境美化活動市民総ぐるみの地域環境美化活動 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 「ごみ散乱防止市民行動の日」の活動の促進と

定着化を目指します。 

市民行動の日の

趣旨を認識し、美

化活動に積極的

に参加します。 

事業者として市民行

動の日に参加し、事

業所周辺の美化活

動を進めます。 

市民行動の日を積

極的にPRし、活動

への参加を呼び

かけます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

「市民行動の日」を核とし、クリ

ーンアップ事業参加者数７０,０

００人以上を目標とし、前年（約

６８，６８１人）より増加を目指しま

す。（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課） 

・各種団体へ事業への参加をＰ

Ｒしました。 

・広報、ホームページでＰＲしま

した。 

・ごみ散乱防止市民行動の日に

３団体に感謝状を贈呈しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

クリーンアップ事業参加者数が

前年より１,２５５人増で、概ね目

標どおりでした。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・各種団体へ事業への参加をＰＲ 

・広報、ホームページでＰＲ 

・ごみ散乱防止市民行動の日に、１企業２団体に感謝状を贈呈 

平成２２年度 

・各種団体へ事業への参加をＰＲ 

・広報、ホームページでＰＲ 

・ごみ散乱防止市民行動の日に、２団体に感謝状を贈呈 

平成２３年度 

・各種団体へ事業への参加をＰＲ 

・広報、ホームページでＰＲ 

・ごみ散乱防止市民行動の日に、２団体に感謝状を贈呈 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

クリーンアップ事業参加者数 

（延べ参加人数） 

66,792 68,681 69,936 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● こまきクリーンアップ事業こまきクリーンアップ事業こまきクリーンアップ事業こまきクリーンアップ事業    

 １０人以上でのボランティアによる清掃活動に対し、行政がごみ袋の支給や、ごみの回収

等を支援します。 
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③③③③    ボランティアをサポートするアダプトプログラム活動の推進ボランティアをサポートするアダプトプログラム活動の推進ボランティアをサポートするアダプトプログラム活動の推進ボランティアをサポートするアダプトプログラム活動の推進 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 地域の環境美化活動を支援するため、アダプト

プログラムの活動を促進します。 

プログラムの趣旨

を理解し、活動に

参加します。 

プログラムの趣旨

を理解し、事業所

周辺の活動に協

力します。 

市民・事業者にプロ

グラムへの参加を呼

びかけるとともに、

団体間の交流の場

を提供する等活動を

促進します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

広報、ホームページ等で制度

をＰＲし、積極的な市民参加

による地域環境美化を促進

します。 

（廃棄物対策課、道路課、河（廃棄物対策課、道路課、河（廃棄物対策課、道路課、河（廃棄物対策課、道路課、河

川課川課川課川課、みどり公園課、区画整、みどり公園課、区画整、みどり公園課、区画整、みどり公園課、区画整

理課理課理課理課）））） 

・広報、ホームページでＰＲしま

した。 

・４１団体2,132人、４個人の登録 

・大山川クリーンアップ事業へ協

力しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ◎◎◎◎    

登録団体、人数が大幅に増えま

した。 

改善点改善点改善点改善点    

アダプトプログラムと大山川クリ

ーンアップ事業を並行させ、更

なる市民意識の高揚を図ってい

きます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・広報、ホームページでＰＲ 

※登録は、１２０４人（３２団体１２００人、個人４人） 

平成２２年度 

・広報、ホームページでＰＲ 

※登録は、１３３１人（３６団体１３２７人、個人４人） 

平成２３年度 

・広報、ホームページでＰＲ 

※登録は、１４１０人（３９団体１，４０６人、個人４人） 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● ボランティアサポートプログラム（ボランティアサポートプログラム（ボランティアサポートプログラム（ボランティアサポートプログラム（アダプト）制度アダプト）制度アダプト）制度アダプト）制度    

 道路や公園などの公共施設を我が子のように愛情を持って面倒をみていく制度です。具体

的には、道路や公園などを気持ちよく利用できるように、ごみを拾ったり樹木に水を与えた

りするボランティア活動のことです。 

市は、清掃用具の提供やボランティア保険の加入などの支援をします。 
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④④④④    路上喫煙禁止区域の設定路上喫煙禁止区域の設定路上喫煙禁止区域の設定路上喫煙禁止区域の設定    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

快適で清潔なまちづくり条例に基づき

「路上喫煙禁止区域」を設定し、喫煙者の

モラルやマナーの向上を図ります。 

禁止区域において

は、喫煙しないよう

にします。 

事業所周辺の禁止区域の

取組みに協力します。 

実態調査等を行

い、禁止区域の設

定を検討します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

路上喫煙禁止区域内で巡回

指導を行い、さらなる周知を図

ります。 

（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）    

・路上喫煙禁止区域内で、巡回・

指導を実施しました。 

・路上シートの清掃をしました。 

・路上シートを４枚追加しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・路上喫煙禁止区域内で、巡回・指導を実施 

・バスターミナル及び市道歩専１号線に路上シートを追加で 15 枚設置 

・路上シートの清掃及び破損等の貼替え 

平成２２年度 

・路上喫煙禁止区域内で、巡回・指導を実施 

・路上シートの清掃及び破損等の貼替え 

平成２３年度 

・路上喫煙禁止区域内で、巡回・指導を実施 

・路上シートの清掃及び破損等の貼替え 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● 路上喫煙禁止区域路上喫煙禁止区域路上喫煙禁止区域路上喫煙禁止区域    

 路上喫煙禁止区域においては、路上での喫煙を禁止しています。禁止区域には、路上シー

トや看板を設置しています。また、職員が定期的に巡回し、喫煙者を指導します。 
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６６６６    事業者の環境活動を進めよう事業者の環境活動を進めよう事業者の環境活動を進めよう事業者の環境活動を進めよう    

    

①①①①    ＩＳＯ認証取得支援ＩＳＯ認証取得支援ＩＳＯ認証取得支援ＩＳＯ認証取得支援    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

環境ＩＳＯと品質ＩＳＯを合わせ、積極的にＰＲし、

市内の中小企業１５０社の認証取得を目指しま

す。 

ISO の目的や仕組

み、事業所の取組

について理解を深

めます。 

事業者と商工会議所

との連携を図りつ

つ、ISO の認証取得

に努めます。 

事業所の自主的 

活動の把握に努 

めるとともに、積 

極的な PR や支 

援を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

５件の市内企業の ISO 認証取

得の支援を行います。 

（商工（商工（商工（商工観光観光観光観光課）課）課）課）    

・インターネットによる広報活動

を実施しました。 

・商工会議所を通じて共同取得

のＰＲを実施しました。 

・認証取得に要する経費の一部

を助成しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね、目標どおり進捗しました。 

改善点改善点改善点改善点    

引続き、無認証企業へ取得する

ように働きかけます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・商工会議所の機関紙「つつじ」によるＰＲの実施 

・認証取得に要する経費の一部を助成 

・インターネットによる広報活動の実施 

平成２２年度 

・商工会議所の機関紙「つつじ」によるＰＲの実施 

・認証取得に要する経費の一部を助成 

・インターネットによる広報活動の実施 

平成２３年度 

・商工会議所の機関紙「つつじ」によるＰＲの実施 

・認証取得に要する経費の一部を助成 

・インターネットによる広報活動の実施 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

小牧市中小企業ISO の認証取得した件数 

（９０００・１４０００ｼﾘｰｽﾞ） （件） 

３ ２ ４ 

＜数値目標進捗状況＞ 

 

 

 

 

        

数値目標 平成２４年度達成に向けた進捗率 

市内の中小企業１５０社の認証取得 

を目指します。（２４年度末現在１９２社） 

 

１２８％ 
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＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

●     ＩＳＯ認証取得支援ＩＳＯ認証取得支援ＩＳＯ認証取得支援ＩＳＯ認証取得支援    

中小企業の良好な品質管理及び環境に配慮した経営体制を構築し、産業の振興に寄与する

目的で、ＩＳＯの認証を得た市内の中小企業に対し、審査登録に要した費用の一部を助成し

ます。 
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②②②②    こまき環境こまき環境こまき環境こまき環境ISOISOISOISOネットワーク活動の促進ネットワーク活動の促進ネットワーク活動の促進ネットワーク活動の促進 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 こまき環境 ISO ネットワークの活動を支援し、事

業者の環境活動の継続的改善を促進します。 

ISO の目的や仕組

み、事業者の取組

について理解を深

めます。 

ネットワークに参加

し、事業者の活動の

情報提供に努めま

す。 

ネットワークを支援

し、その活動内容

を積極的に PR し

ます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

こまき環境 ISO ネットワーク活

動を支援し、事業者の環境活

動の継続的改善を促進しま

す。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・広報等で企業に加入を働きか

けました。 

・会合による情報交換を行いまし

た。 

・環境関連講習会を実施しまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

目標どおりに実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となった

が、会員数の減少等の課題もあ

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後も引き続き

ネットワーク会員を増やし、より

充実した会合による情報交換を

行います。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・ISO14001 取得企業に加入の働きかけ 

・ネットワーク活動の対外的ＰＲ、ホームページの維持 

・環境関連講習会の実施 

平成２２年度 

・ISO14001 取得企業に加入の働きかけ 

・ネットワーク活動の対外的ＰＲ、ホームページの維持 

・環境関連講習会の実施 

平成２３年度 

・広報等で企業に加入を働きかけ 

・ネットワーク活動の対外的ＰＲ、ホームページの維持 

・環境関連講習会の実施 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

こまき環境ISO ネットワーク参加事業所数（社） ５０ ５０ ４７ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

 ●こまき環境こまき環境こまき環境こまき環境 ISOISOISOISO ネットワークネットワークネットワークネットワーク 

 事業者が協働して環境配慮への取組を推進するため、ISO14001 に関する情報交換など、

環境マネジメントシステムの改善・向上及び環境活動に関する事業者相互の連携強化を図る

ことを目的に、2001 年（平成１３年）８月に設立されました。 
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③③③③    小牧版環境マネジメントシステムの構築小牧版環境マネジメントシステムの構築小牧版環境マネジメントシステムの構築小牧版環境マネジメントシステムの構築    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 中小事業者の環境活動を促進するため、「小牧

版環境マネジメントシステム」の構築の検討を進

めます。 

ISO の目的や仕組

み、事業者の取組

について理解を深

めます。 

認証取得に参加し、

環境への取組を進

めます。システム構

築の支援をします。 

システム構築の検

討を進めるととも

に、中小事業者へ

の取得促進を進め

ます。 

    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

中小事業者向け環境マネジメ

ントシステム「エコアクション２１

（EA２１）」の普及を目指し、自

治体イニシアティブ・プログラ

ムを実施します。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課） 

・小牧商工会議所及び EA２１地

域事務局あいちと連携し、自治

体イニシアティブ・プログラム（多

くの事業者が一斉に EA２１の認

証・登録を目指す事業）への参

加を募り、２社の応募があったた

め講習会を実施しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

５社以上集まらなかったため自

治体イニシアティブ・プログラム

にはなりませんでしたが、講習

会の実施により EA２１の普及に

努めました。 

改善点改善点改善点改善点    

応募事業者数の伸び悩みなど

の課題もあるため、第二次小牧

市環境基本計画に基づき、今後

も小牧商工会議所と連携し、事

業者の応募が増える方策を検

討していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・小牧商工会議所と連携し、システム構築の検討 

平成２２年度 

・小牧商工会議所と連携し、EA２１普及のため、自治体イニシアティブ・プログ

ラムの実施を検討 

平成２３年度 

・小牧商工会議所及びＥＡ２１地域事務局あいちと連携し、自治体イニシアティ

ブ・プログラムを実施（６社参加） 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

 ●小牧版環境マネジメントシステムの構築小牧版環境マネジメントシステムの構築小牧版環境マネジメントシステムの構築小牧版環境マネジメントシステムの構築 

ISO認証取得のための助成制度を平成１２年度から実施していますが、中小事業者にとっ

て経費的負担は大きく、環境配慮意欲があったとしてもなかなか踏み出せない事業者も多い

と思われます。 

そこで、これらの事業所の環境活動を促進するため、取組の簡易なシステムの構築を検討

します。 
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④④④④    市役所市役所市役所市役所COCOCOCO
２２２２

排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 環境負荷の低減に率先して取組み、市役所自

身の CO
２
排出量について、1990 年（平成２年）比

６％削減を目指します。 

 

省エネに心がける

など、公共施設の

適正な利用に努

めます。 

省エネに心がけるな

ど、公共施設の適正

な利用に努めます。 

環境負荷低減に

積極的に取組み、

削減状況を公表し

ます。 

    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

市役所自身の CO
２

排出量に

ついて把握し、公表するととも

に削減施策を検討します。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・推進委員会、策定部会の設

立、運用を行いました。 

・排出量調査を実施しました。 

・環境年次報告書で公表しまし

た。 

・環境マネジメントシステムにより

進捗管理しました。 

・省エネルギー配慮行動実施手

順書を策定しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

目標どおりに実施しました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となった

が、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後も更に具体的

な CO
２

削減策を検討していきま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・推進委員会、策定部会の設立、運用 

・排出量調査の実施 

・環境マネジメントシステムによる進捗管理 

・環境年次報告書で公表 

平成２２年度 

・小中学校への太陽光発電設備の導入 

・上記方法論による国内クレジット制度の承認取得 

・南庁舎の省エネ診断の実施 

・太陽光発電システム設置可能性調査の実施（15施設） 

・排出量調査の実施 

・環境マネジメントシステムによる進捗管理 

・環境年次報告書で公表 

平成２３年度 

・太陽光発電システム設置可能性調査の実施（６施設） 

・省エネ診断の実施（６施設） 

・排出量調査の実施 

・環境マネジメントシステムによる進捗管理 

・環境年次報告書で公表 
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＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

市役所自身の CO
２
排出量（ｔ） 27,185.8 26,384.6 28,361 

1990 年度

※１、２

との比較 ＋33.７％ ＋29.8％ ＋39.5％ 

※１ 小牧市役所自身の CO
２
排出量を把握し始めたのは平成 10 年度からですが、愛知県の温室効果ガス排出

量の推移より、小牧市役所の平成２年度（１９９０年度）における CO
２
排出量を 20329.8ｔと推定しています。 

※２ 従来は ISO１４００１の認証を取得した施設を中心に温室効果ガスの排出量を算出していましたが、省エネ

法および温対法の改正に伴い、平成２１年度からは市が所有する全施設を対象に温室効果ガスの排出量を算

出しています。 

 

 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● COCOCOCO
２２２２

排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制    

 地球温暖化の原因となっているCO
２

などの温室効果ガスについて、公共施設からの総排出

量の削減を目指すものです。 

ISO14001 の運用により省資源、省エネルギーを推進しようとす

るものです。 

年度ごとに、公共施設からの温室効果ガス総排出量を集計し、広

報などにより公表します。 
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＜Ⅱ＞みんなにやさしい＜Ⅱ＞みんなにやさしい＜Ⅱ＞みんなにやさしい＜Ⅱ＞みんなにやさしい    

１１１１    豊かな自然を守り育てよう豊かな自然を守り育てよう豊かな自然を守り育てよう豊かな自然を守り育てよう    

 

①①①①    ｢小牧環境マップ｣の作成｢小牧環境マップ｣の作成｢小牧環境マップ｣の作成｢小牧環境マップ｣の作成    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 「小牧環境マップ」の作成に向け、必要な情報

の収集や整理を行います。 

環境に関する情報

の提供とマップの

作成に協力します。 

環境に関する情報

の提供とマップの作

成に協力します。 

マップ作成に向け

た情報収集や整

理をします。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４度度度度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

環境マップ掲載データの収集

をします。 

（（（（環境対策課環境対策課環境対策課環境対策課））））    

・情報収集しました。 

・自然環境観察人から情報収集

しました。 

・情報収集のための自然環境観

察人養成講座を開催しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後も引き続

き、情報収集や整理を行いま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・情報収集 

・自然環境観察人から情報収集 

平成２２年度 

・情報収集 

・自然環境観察人から情報収集 

・情報収集のための自然環境観察人養成講座の開催 

平成２３年度 

・情報収集 

・自然環境観察人から情報収集 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 小牧環境マップ小牧環境マップ小牧環境マップ小牧環境マップ 

 小牧の自然についての情報を調査集約して地図上に表すことです。 
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②②②②    自然とのふれあい体験イベントなどの実施自然とのふれあい体験イベントなどの実施自然とのふれあい体験イベントなどの実施自然とのふれあい体験イベントなどの実施    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 自然とのふれあい体験イベントの情報を集約

し、効果的に提供するとともに、市民が気軽に参

加できるようなイベントを実施します。 

イベントに参加し、

さまざまな自然と

のふれあいを体験

します。イベント実

施に協力します。 

人材の提供など、イ

ベントの実施に協力

します。 

イベントの情報を

集約し、効果的に

ＰＲします。気軽に

参加できるイベン

トを工夫します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４度実績度実績度実績度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

水生動植物調査、小学生による

水生生物調査、他の体験イベ

ントの情報収集を行います。 

（（（（環境対策課環境対策課環境対策課環境対策課））））    

農業体験事業を実施します。 

自然体験事業を実施します。 

（生涯学習課）（生涯学習課）（生涯学習課）（生涯学習課）    

・小学生による水生生物調査を

実施しました。 

・水生動植物調査を実施しまし

た。（（（（環境対策課環境対策課環境対策課環境対策課）））） 

・じゃがいも、もち米作りなどの

農業体験事業を実施しました。 

・小牧山でのアウトドア教室や兒

の森での里山体験事業を実施し

ました。（生涯学習課）（生涯学習課）（生涯学習課）（生涯学習課） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できまし

た。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となって

いるため、第二次小牧市環境

基本計画に基づき、今後も多

くの市民が参加できるように

取り組みます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・水生動植物調査、小学生による水生生物調査 

・農業体験事業、自然体験事業の実施 

平成２２年度 

・水生動植物調査、小学生による水生生物調査 

・農業体験事業、自然体験事業の実施 

平成２３年度 

・水生動植物調査、小学生による水生生物調査 

・農業体験事業、自然体験事業の実施 

＜データ＞参加者 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度  

農業体験事業 

自然体験事業 

６２家族、５１人 

５４人 

１１３家族、６１人 

４６人 

６０家族、４０人 

７７人 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 自然とのふれあい体験イベント自然とのふれあい体験イベント自然とのふれあい体験イベント自然とのふれあい体験イベント    

 環境対策課では、水生生物調査等の催しを行っています。生涯学習課では、休耕田を利用

した｢わくわく体験広場｣で魚とりやじゃがいも作り、もち米作りなどを行い、子どもたちに

自然体験の機会を提供しています。また、小牧山でのアウトドア講座や兒の森での里山体験

講座を実施しています。 
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③③③③    「自然環境観察人」制度の実施「自然環境観察人」制度の実施「自然環境観察人」制度の実施「自然環境観察人」制度の実施    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 地域の環境の状況を把握し、その保全に関す

る活動を推進するため、「自然環境観察人制度」

を実施します。 

制度に協力し、活

動に参加します。 

専門家など人材を派

遣するなど、活動に

協力します。 

自然環境の意識

の向上及び知識

の普及を進めま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

自然環境観察人を登録し身近

な動植物調査を実施します。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・自然環境観察人による自然環

境の調査を実施しました。 

・自然環境観察人養成講座を開

催しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できまし

た。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後も引き続

き、自然観察や保全などに関す

る活動に対して指導や助言を行

なう人材の育成を進めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・自然環境観察人による自然環境の調査実施 

平成２２年度 

・自然環境観察人による自然環境の調査実施 

・養成講座の開催 

平成２３年度 ・自然環境観察人による自然環境の調査実施 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 自然環境観察人自然環境観察人自然環境観察人自然環境観察人    

 自然観察や保全などに関する活動に対して指導や助言を行なう人材を発掘、育成する制度

です。 
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２２２２    水と水辺を守り育てよう水と水辺を守り育てよう水と水辺を守り育てよう水と水辺を守り育てよう    

 

①①①①    水辺の親水化と保全事業水辺の親水化と保全事業水辺の親水化と保全事業水辺の親水化と保全事業    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 大山川、合瀬川等水と緑のネットワークの充実、

田園風景と市街地を流れる緑の帯を、内容とする

水辺景観の適正な保全に努めます。 

河川清掃活動など

に参加し、河川環

境の保全意識を高

めます。 

事業所周辺で実施

される事業に参加し

ます。 

水辺の景観の適

正な保全に勤めま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

水辺に植栽された木々の保全

管理を市民参加で行います。 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課））））    

・市民参加による水辺の清掃美

化を実施しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・市民参加による河川植栽地の管理を実施 

平成２２年度 ・市民参加による河川植栽地の管理を実施 

平成２３年度 ・市民参加による河川植栽地の管理を実施 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 「水辺の親水化と保全」事業「水辺の親水化と保全」事業「水辺の親水化と保全」事業「水辺の親水化と保全」事業 

 水とふれあい、野生動植物の生息・生育に適した環境づくりを行い、野生

生物と共生できる水辺環境の保全を行っていきます。 
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②②②②    水辺を生かした空間づくり水辺を生かした空間づくり水辺を生かした空間づくり水辺を生かした空間づくり    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 東部に点在するため池などは、自然や生態系

に配慮しつつ、水辺を生かした整備を進めます。 

ため池などの保全

に協力します。 

ため池等の適正な

利用と保全に協力し

ます。（農家） 

自然や生態系に

配慮しつつ、水辺

を生かした整備を

進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

太良上池の浚渫工事を実施し

ます。 

屋土池の浚渫工事を実施しま

す。 

（農政課）（農政課）（農政課）（農政課）    

・太良上池の浚渫工事を施工し

ました。 

・屋土池の浚渫工事を施工しま

した。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・堤体工事、取水工事（鳥坂中池、扇田池） 

平成２２年度 

・浚渫工事（鷹ヶ池） 

・ブロック積工事（鳥坂池） 

平成２３年度 

・浚渫工事（太良上池） 

・浚渫工事（鷹ヶ池） 
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③③③③    公園などのビオトープ整備公園などのビオトープ整備公園などのビオトープ整備公園などのビオトープ整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 公園などの整備にあたっては、自然や生態系

に配慮した整備を進めます。 

計画づくり、整備、

維持管理に参加し

協力します。 

工事機械や資材を

提供し、計画づくり、

整備、維持管理に協

力します。 

自然や生態系に

配慮した整備を進

めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

小針川の河川整備工事を行

います。（（（（河川課河川課河川課河川課）））） 

 

・約７０ｍの河川整備工事を完了

しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価    ○○○○    

２５年度事業完了に向けの整備

工事が進みました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況であり、第

二次小牧市環境基本計画に基

づき、引続き進捗していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・約202ｍの整備工事 

平成２２年度 ・約1,880 ㎡の事業用地を取得 

平成２３年度 ・約66m の整備工事 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 公園などのビオトープ整備公園などのビオトープ整備公園などのビオトープ整備公園などのビオトープ整備    

快適で安らぎのある街づくりのための施策の一環として、地元関係者の合意形成を図りな

がら、散策道等、周辺の人が心地よく行き交うために、自然に配慮した川の整備を図るもの

です。 
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④④④④    緑道の整備緑道の整備緑道の整備緑道の整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 大山川緑道、合瀬川緑道の計画的な整備と

適正な管理を進めます。 

整備計画へ提案し、

整備済みの緑道の

美化など適正な管理

に協力します。 

市民・市との連携

による親水空間整

備に参加します。 

市民の意向把握に努

め、河川管理者との

調整などにより水辺

に親しみやすい緑道

整備を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

合瀬川・大山川を計画的に整

備します。 

（年度末目標延長653ｍ） 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課））））    

・合瀬川の整備を 193m 施工し

ました。（花塚橋～） 

・大山川の整備を 285ｍ施工し

ました。（記念橋～明神橋） 

・境川整備を 175m 施工しまし

た。（大野橋～） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

早期に整備できるよう努めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 
・合瀬川の整備を 292m 施工（下新池橋～萱場北上橋） 

平成２２年度 

・合瀬川の整備を 90m 施工（萱場北上橋～スポーツ公園） 

・大山川の整備を 180ｍ施工（高瀬橋～記念橋） 

平成２３年度 

・合瀬川の整備を 235m 施工（十三塚橋～萬歳橋） 

・大山川の整備を 325ｍ施工（野口平成橋～大野橋） 

・境川の整備を 60ｍ施工（北屋敷2 号橋～北屋敷1 号橋） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

緑道整備延長（ｍ） 270 620 653 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 緑道の整備緑道の整備緑道の整備緑道の整備 

今後も整備を進め、やすらぎのあるまちづくりを推進します｡ 
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⑤⑤⑤⑤    下水道整備の推進・水洗化率向上下水道整備の推進・水洗化率向上下水道整備の推進・水洗化率向上下水道整備の推進・水洗化率向上    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 下水道整備を推進し、水洗化率を向上するため

の啓発活動を積極的に推進します｡ 

下水道整備に協力

し、供用開始後す

みやかに排水設備

を設置します｡ 

下水道整備に協力

し、供用開始後す

みやかに排水設備

を設置します｡ 

下水道事業に対す

るＰＲを進め、面整

備を推進し、接続

後の監視をします｡ 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

水洗化率の向上を図るため、水

洗化改造資金利子補給事業の

制度を活用します。 

また、広報、街頭でのＰＲ活動を

実施するとともに、未接続の世帯

については、各戸訪問により理

解が得られるよう周知を図りま

す。（（（（下水道課下水道課下水道課下水道課）））） 

・水洗化改造資金利子補給制度

を活用しました。 

・広報、ホームページに情報を

掲載しました。 

・街頭ＰＲ活動を実施しました。 

・供用開始後３年経過家庭への

訪問依頼を実施しました。 

・供用開始後５年から１０年経過

家庭へ接続の依頼文を送付し

ました。    

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況とな

ったが、下水整備推進のた

め、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、引き続き進

捗していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・水洗化改造資金利子補給制度の活用   ・広報掲載 

・ホームページへの掲載   

・供用開始後３年経過家庭への訪問依頼 

平成２２年度 

・水洗化改造資金利子補給制度の活用   ・広報掲載 

・ホームページへの掲載   

・供用開始後３年経過家庭への訪問依頼 

平成２３年度 

・水洗化改造資金利子補給制度の活用   ・広報掲載 

・ホームページへの掲載  

・供用開始後３年経過家庭への訪問依頼 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

・下水道普及率＝供用開始区域内人口／行政区域内人口 

・水洗化率＝供用開始区域内水洗化人口／供用開始区域内人口 

６８．１％ 

９０．９％ 

６９．３％ 

９０．４％ 

７０．１％ 

９１．３％ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 下水道整備の推進・水洗化率の向上下水道整備の推進・水洗化率の向上下水道整備の推進・水洗化率の向上下水道整備の推進・水洗化率の向上 

 下水道整備を推進し、毎年、供用開始区域の拡大に努めています。また、未

接続世帯に対し、啓発活動を積極的に推進し水洗化率の向上に努めています。 
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３３３３    農業を守り育てよう農業を守り育てよう農業を守り育てよう農業を守り育てよう    

 

①①①①    農業公園の整備農業公園の整備農業公園の整備農業公園の整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民の自然志向や健康志向を踏まえた農業公

園の検討を進めます。 

 

農業公園計画へ

の提案をします。 

農業公園計画への

提案や参加をしま

す。 

市民や事業者の

意見を踏まえつ

つ、農業公園の検

討を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

― 

（農業公園の計画をゼロから

見直すこととなったため、今

後、農業公園の方向性につい

て再検討します）（農政課）（農政課）（農政課）（農政課） 

農業公園建設事業は凍結されま

した。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ――――    

 

改善点改善点改善点改善点    

― 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・ 草刈等の維持管理 

・ 管理柵の点検 

・ 基本設計の策定 

平成２２年度 

・ 草刈等の維持管理 

・ 管理柵の点検 

・ 基本設計の作成 

平成２３年度 

・ 草刈等の維持管理 

・ 管理柵の点検 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 農業公園の整備農業公園の整備農業公園の整備農業公園の整備    

 １９年度に基本構想、２０年度に基本計画、２１～２２年度に基

本設計を作成しましたが、平成２５年第１回定例会の市長答弁にも

ありましたとおり、農業公園の計画は凍結となりました。 
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②②②②    農業祭の充実農業祭の充実農業祭の充実農業祭の充実    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 小牧の農業の振興や生産者と消費者とのふれ

あいの場として、農業祭を一層充実します。 

農業祭に参加し、

小牧の農業への

関心や理解を深め

ます。 

農業祭に参加し、新

鮮で安全な農産物

を提供するとともに、

小牧の農業の現状

をＰＲします。 

農業祭への支援を

進め、積極的にＰ

Ｒします。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

農業祭の実施内容を充実させ

ます。 

（農政課）（農政課）（農政課）（農政課） 

・積極的なＰＲにより、多数の市

民が参加しました。 

・食育をテーマとしたコーナーを

産学官協働にて設置しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

さらにＰＲを強化します。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・ 積極的な PR により、多数の市民が参加 

・ 食育をテーマとしたコーナーを産学官協働にて設置 

平成２２年度 

・ 積極的な PR により、多数の市民が参加 

・ 食育をテーマとしたコーナーを産学官協働にて設置 

平成２３年度 

・ 積極的な PR により、多数の市民が参加 

・ 食育をテーマとしたコーナーを産学官協働にて設置 
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③③③③    優良農用地の保全優良農用地の保全優良農用地の保全優良農用地の保全    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 現況の優良農用地の維持保全を進めます。 優良農用地の役

割について理解を

深め、維持保全に

協力します。 

優良農用地の維持

保全に努めます。 

優良農用地の役

割をＰＲし、維持保

全の支援を進めま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

認定農業者制度を広くＰＲ

します。 

農業への意欲がある人に対

し、認定農業者制度を個別に

ＰＲします。 

（農政課）（農政課）（農政課）（農政課） 

・パンフレットや農業者が集まる

会議等で、優良農用地の役割を

ＰＲしました。 

・認定農業者制度の内容を市ホ

ームページに掲載するほか、農

業への意欲がある人に対し、個

別にＰＲしました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

ほぼ計画どおり実施できまし

た。 

改善点改善点改善点改善点    

ＰＲを強化するとともに、担い手

の確保をもっと積極的に進めま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・ パンフレットや農業者が集まる会議等で、優良農用地の役割をＰＲ 

平成２２年度 ・ パンフレットや農業者が集まる会議等で、優良農用地の役割をＰＲ 

平成２３年度 ・ パンフレットや農業者が集まる会議等で、優良農用地の役割をＰＲ 
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④④④④    遊休農地、耕作放棄地などの有効活用遊休農地、耕作放棄地などの有効活用遊休農地、耕作放棄地などの有効活用遊休農地、耕作放棄地などの有効活用    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 遊休農地、耕作放棄地の現況調査に基づき、

その活用を検討します。 

遊休農地、耕作放

棄地の利用方法の

提案をします。 

遊休農地、耕作放

棄地の利用方法を

提案し、提供に努

めます。 

現況調査結果により

活用事例や先進事

例調査、モデル活

用を検討します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

・所有者に意向確認を実施し

ます。 

・遊休農地、耕作放棄地の活

用方法を検討します。 

・認定農業者の耕作地拡大に

協力します。 

（農政課）（農政課）（農政課）（農政課）    

・農地所有者に対して農地集積

に関する意向調査を行いまし

た。 

・耕作放棄地の利活用計画を

検討しました。 

・野菜作り講座修了者の農地斡

旋希望を確認しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

現地調査の結果や所有者の意

向確認を元に、市民菜園以外の

活用方法を検討します。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・農業振興地域農用地区域内の耕作放棄地の現地調査実施 

・耕作放棄地の利活用計画を検討 

平成２２年度 

・農業振興地域農用地区域内の耕作放棄地の現地調査実施 

・耕作放棄地の利活用計画を検討 

・野菜作り講座修了者の農地斡旋希望を確認 

平成２３年度 

・農業振興地域農用地区域内の耕作放棄地の現地調査実施 

・耕作放棄地の利活用計画を検討 

・野菜作り講座修了者の農地斡旋希望を確認 
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⑤⑤⑤⑤    市民菜園の増設市民菜園の増設市民菜園の増設市民菜園の増設    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 遊休農地、などを利用した市民菜園の開設の検

討を進めます。 

市民菜園を適正に

利用します。 

遊休農地の把握や

提供に努めます。 

市民菜園設置の

先進事例を調査

し、モデル活動を

検討します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

ＪＡ尾張中央と協議しながら、

市民菜園の開設を検討しま

す。 

（農政課）（農政課）（農政課）（農政課）    

・実施対象農地の選定をしまし

た。 

・土地使用貸借契約を締結し

ました。 

・造成工事し、市民菜園を開設

しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ◎◎◎◎    

目標以上に実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

ＪＡ尾張中央、市民団体等との協

働について検討します。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・利用可能な農地の検討 

・野菜作り講座修了者の農地斡旋希望を確認 

・先進地視察を実施 

平成２２年度 

・利用可能な農地の検討 

・野菜作り講座修了者の農地斡旋希望を確認 

平成２３年度 

・利用可能な農地の検討 

・野菜作り講座修了者の農地斡旋希望を確認 
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４４４４    歴史と文化を守り育てよう歴史と文化を守り育てよう歴史と文化を守り育てよう歴史と文化を守り育てよう    

    

①①①①    史跡史跡史跡史跡マップのマップのマップのマップの整備整備整備整備、、、、案内標識の設置案内標識の設置案内標識の設置案内標識の設置    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 史跡マップや史跡の案内標識の設置を進

めます。 

史跡マップの作成や

案内標識の設置に

協力します。 

史跡マップの作成や

案内標識の設置に

協力します。 

史跡マップの作成

や案内標識の設置

を進めます｡ 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

・文化財の所在環境を維持し

ます。特に指定天然記念物の

生育環境保護に努めます。 

・文化財見学者用の案内板、

説明板を設置します。 

（文化振興課）（文化振興課）（文化振興課）（文化振興課） 

・文化財の所在環境を維持、特に

指定天然記念物の生育環境保護

に努めました。 

・文化財見学者用の説明板を設

置しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

・計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

今後も着実に進めていきま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・11 月７日「第３９回文化財愛護のつどい」を小牧原小学校体育館内外で開催

（地区文化財を訪ねるクイズラリー等） 

・説明板「織田信長が築いた小牧山城の遺構」、「熊野社の五枚岩」、「大草の

マメナシ自生地」等の説明板を新設 

平成２２年度 

・11 月 6 日「第４０回文化財愛護のつどい」を陶小学校体育館内外で開催（陶

小和太鼓部の演奏、地区文化財を訪ねるクイズラリー等） 

・説明板「貴船神社のアベマキ」、「惣堀」、「徳川源明公墓碑」等を新設 

平成２３年度 

・11 月 12 日「第４１回文化財愛護のつどい」を村中小学校体育館内外で開催

（片山八幡宮 お囃子保存会によるお囃子の演奏、地区文化財を訪ねるクイ

ズラリー等） 

・説明板「田中砦跡」の新設、「宇都宮神社古墳」などの修繕 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

文化財愛護のつどい参加者（人） ５５ ８８ ６８ 
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＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 史跡マップの整備、案内標識史跡マップの整備、案内標識史跡マップの整備、案内標識史跡マップの整備、案内標識のののの設置設置設置設置    

歴史や文化を守り育てる環境を醸

成するため、文化財説明板の整備や、

第４２回文化財愛護のつどい（１１月

３日北里小学校）を実施しました。文

化財説明板の整備では、「南外山城跡」、

「北外山砦（城）跡」、「小牧南小学校

前身の地」の説明板を新設、愛知県指

定天然記念物となった「大草のマメナ

シ自生地」の説明板の板面の張替えを

するなどして、地域住民へ文化財の所

在をあらためて周知するとともに見

学者の利便向上を図りました。 

 

 

    

        

南外山城跡 
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②②②②    小牧山整備小牧山整備小牧山整備小牧山整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民ニーズと史跡整備の特殊性が調和した文

化財主導型の整備を進めます。 

主郭地区整備基

本計画の策定にあ

たり提案をします。 

小牧を代表する史

跡として、情報発信

に協力します。 

国指定史跡にふさ

わしい整備を進

め、歴史的価値を

情報発信します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

将来の整備工事での詳細な

遺構復元のため、計画の見直

しを行います。併せて、第５次

発掘調査を実施します。 

（（（（文化振興課）文化振興課）文化振興課）文化振興課） 

史跡整備の資料収集のため、第

５次発掘調査を実施、また、史跡

小牧山バス専用駐車場の整備を

行いました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

・計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

今後も着実に進めていきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・主郭地区第2 次発掘調査の実施 

平成２２年度 ・第一工区整備工事の実施設計の実施、主郭地区第３次発掘調査の実施 

平成２３年度 ・本庁舎跡地整備基本計画の策定、主郭地区第４次発掘調査の実施 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 小牧山整備小牧山整備小牧山整備小牧山整備    

小牧市の大切な歴史遺産である史跡小牧山の

整備のために、市役所本庁舎等の史跡内の施設や

土地利用を改め、計画的に区域外に移設、撤去す

ることにより小牧山の歴史的保存を図るととも

に、史跡小牧山整備基本構想に沿って順次史跡整

備を進めていきます。主郭地区（中腹から山頂に

かけての曲輪群）については、策定した「史跡小

牧山整備基本計画」、「史跡小牧山主郭地区整備基

本計画」に基づいて、今後、発掘調査と整備工事を行い史跡整備を進めます。 
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５５５５    花と緑を増やそう花と緑を増やそう花と緑を増やそう花と緑を増やそう    

 

①①①①    緑化推進協議会の充実緑化推進協議会の充実緑化推進協議会の充実緑化推進協議会の充実    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 個人会員と法人会員の増加と緑化推進協議会

の PR を進めます。 

 

緑化推進事業に

参加します。 

緑化推進事業に参

加します。 

個人・法人会員数

の増加を図り、緑

化推進協議会の

PR を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

緑化推進協議会の個人会員 

1，050 人、法人会員 50 社とし

ます。（みどり公園課）（みどり公園課）（みどり公園課）（みどり公園課） 

・個人会員９７７人が会員となり

ました。 

・法人会員が４４社となりました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        〇〇〇〇    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

今後も、ＰＲに努めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・個人会員1028 人が会員となりました。 

・法人会員が 45 社となりました。 

・会員募集を兼ねた現地視察（9 月） 

平成２２年度 

・個人会員1031 人が会員となりました。 

・法人会員が 45 社となりました。 

・会員募集を兼ねた現地視察（9 月） 

平成２３年度 

・個人会員989 人が会員となりました。 

・法人会員が 44 社となりました。 

・会員募集を兼ねた現地視察（11 月） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

個人会員（人） 1031 989 977 

法人会員（社） 45 44 44 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 緑化推進協議会緑化推進協議会緑化推進協議会緑化推進協議会 

 自然の保護、環境緑化の推進を図り、緑とやすらぎのある美しいまちの建設に寄与するこ

とを目的としています｡ 
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②②②②    花修景推進事業花修景推進事業花修景推進事業花修景推進事業    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 公園予定地、道路法面、河川敷などを活用し、

市民主導による花いっぱいの景観を創出しま

す。 

市民主導の事業

になるよう積極的

に参加します。 

市民や市と連携した

取組を進め、積極的

に参加します。 

市民、事業者の意

向を把握し，意向

に沿った整備を進

めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

花壇整備、フラワーポット設置

など２００㎡の花修景を行いま

す。 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課））））    

・２４㎡の花修景を施工しまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        △△△△    

地元からの要望が少なく、達成

できませんでした。 

改善点改善点改善点改善点    

今後は、整備から維持管理に重

点を移し、地域住民に働きかけ

ます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・植栽 102.0 ㎡を施工しました。 

・プランター5 基、フラワータワー1 基を設置しました。 

平成２２年度 

・植栽 95.0 ㎡を施工しました。 

・プランター13 基を設置しました。 

平成２３年度 ・植栽242 ㎡を施工しました。 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

種子吹き付け（㎡） 0 0 0 

植栽（㎡） 95 242 24 

プランター、フラワータワー（基） 13 0 0 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 花修景推進事業花修景推進事業花修景推進事業花修景推進事業 

 緑と花いっぱいの景観を進めます｡ 
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③③③③    花の小径整備事業花の小径整備事業花の小径整備事業花の小径整備事業    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民四季の森・鷹ヶ池・ふれあいの森を結ぶ、

自然を生かした安らぎのある小径の整備を進め

ます。 

計画への提案をし

ます。 

市民や市と連携した

取組を進め、積極的

に参加します。 

市民、事業者の意

向を把握し、意向

に沿った整備を進

めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

サイクリングルートの検討・現

地調査を実施します。 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課）））） 

用地買収を行わず整備可能な

ルートを検討・調査しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 用地買収を行わず整備可能なルートの現地調査 

平成２２年度 用地買収を行わず整備可能なルートの現地調査 

平成２３年度 用地買収を行わず整備可能なルートの現地調査 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 花の小径整備事業花の小径整備事業花の小径整備事業花の小径整備事業 

 現有歩道を基本に民地を利用することも考慮した花修景ルート（農業

公園・風致公園を含む）を検討します｡ 
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④④④④    生垣設置奨励事業生垣設置奨励事業生垣設置奨励事業生垣設置奨励事業    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 緑化の推進と防災上の観点(震災時のブロック

塀崩壊防止)から生垣設置を奨励します。 

制度の趣旨を理解

し、生垣への転換

に努めます。 

制度の趣旨を理解

し、事業者としての

協力をします。 

事業のＰＲを進め

ます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

生垣設置助成制度を推進する

ため、広報による PR を行いま

す。 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課））））    

・ホームページ、市広報（６月、

10 月）、リーフレットによる PR を

行いました。 

・生垣緑化1件を助成しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

緑化の重要性を説明し理解を得

るよう PR に努めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・広報掲載による PR（１０月） 

・生垣緑化3 件 

平成２２年度 

・広報掲載による PR（１０月） 

・生垣緑化3 件 

平成２３年度 

・広報掲載による PR（１０月）、ホームページによる PR 

・生垣緑化0 件 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

生垣の設置助成件数（件） 3 0 1 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 生垣設置奨励事業生垣設置奨励事業生垣設置奨励事業生垣設置奨励事業 

 市内の緑化推進や良好な生活環境づくりの推進のため、生け垣設置の助成を行っています。 
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⑤⑤⑤⑤    緑化基金の活用緑化基金の活用緑化基金の活用緑化基金の活用    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 緑化基金を活用した緑化推進事業を進めます。 緑化推進の必要

性を理解し、事業

に協力します。 

緑化推進の必要性

を理解し、事業に協

力します。 

市民や事業者と連

携し、市内の緑化

を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

環境事業基金（旧緑化事業基

金）を取崩し、新エネルギー導

入助成事業を推進します。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・レジ袋収益金105.4 万円（6 社）

の寄付がありました。 

・基金1000万円を新エネルギー

導入助成事業に活用しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし    

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・基金の利息を緑化推進事業に活用 

・レジ袋収益金の寄付28.7 万円（２社） 

平成２２年度 

・緑化事業基金を環境事業基金に改編 

・基金1000 万円を新エネルギー導入助成事業に活用 

・レジ袋収益金の寄付118.3 万円（6 社） 

平成２３年度 

・国内クレジットの売払金７万円を基金に積立 

・基金1000 万円を新エネルギー導入助成事業に活用 

・レジ袋収益金の寄付97.8 万円（5 社） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

基金の活用額（円）※平成21年度までは緑化基金 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 環境基金の活用環境基金の活用環境基金の活用環境基金の活用 

 「人と緑 かがやく創造のまち」を推進します 

 

        



環境基本計画 重点施策の実施状況 

＜Ⅱ＞みんなにやさしい 
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⑥⑥⑥⑥    公共施設空間の緑化増量、緑のリサイクル推進公共施設空間の緑化増量、緑のリサイクル推進公共施設空間の緑化増量、緑のリサイクル推進公共施設空間の緑化増量、緑のリサイクル推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 積極的な緑化と緑のリサイクルを進め、公共施

設の緑化空間、緑地量の3倍増量を目指します。 

緑のリサイクルに

積極的に参加し

ます。 

緑のリサイクルに積

極的に参加し、事業

所周辺の緑化を積

極的に進めます。 

公共施設に適した

緑化や緑のリサイク

ル、緑化量増加の

計画を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

公園、街路の樹木剪定枝をチ

ップ化し、リサイクルを推進し

ます。（年度末処理目標 800

㎥） 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課）））） 

・チップ化は 810 ㎥ありました。 

・チップ化以外では木杭などに

利用しリサイクルに努めました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

さらにリサイクルを推進するよう

に努めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・チップ化は 907 ㎥ありました。 

・チップ化以外では木杭などに利用しリサイクルに努めました。 

平成２２年度 

・チップ化は 894 ㎥ありました。 

・チップ化以外では木杭などに利用しリサイクルに努めました。 

平成２３年度 

・チップ化は 710 ㎥ありました。 

・チップ化以外では木杭などに利用しリサイクルに努めました。 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

チップ化リサイクル量（㎡） 894 710 810 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 公共施設空間の緑化増量、緑のリサイクル推進公共施設空間の緑化増量、緑のリサイクル推進公共施設空間の緑化増量、緑のリサイクル推進公共施設空間の緑化増量、緑のリサイクル推進    

緑化の推進と、チップ化による堆肥化を進めます｡ 

 

        



環境基本計画 重点施策の実施状況 

＜Ⅱ＞みんなにやさしい 
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６６６６    魅力ある公園づくりを進めよう魅力ある公園づくりを進めよう魅力ある公園づくりを進めよう魅力ある公園づくりを進めよう    

 

①①①①    公園整備推進（市民四季の森、スポーツ公園）公園整備推進（市民四季の森、スポーツ公園）公園整備推進（市民四季の森、スポーツ公園）公園整備推進（市民四季の森、スポーツ公園） 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 公園の整備を進めます。 公園の適正な利用

に努めます。 

公園の適正な利用

に努めます。 

市民ニーズにあっ

た施設整備を進め

ます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

（街区公園） 

北外山中央公園の整備を進

めます。 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課））））    

（街区公園） 

・北外山中央公園の整備工事を

完了しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

（街区公園） 

・北前公園、池之内公園工事完了 

平成２２年度 

（近隣公園） 

・岩崎山公園の照明灯整備を実施 

平成２３年度 

（近隣公園） 

・岩崎山公園の園路整備工事を実施 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

四季の森（27.8ｈａ）          （ha） 

スポーツ公園の整備（11.6ｈａ) （ha） 

都市公園             （箇所） 

27.8 

11.6 

95 

27.8 

11.6 

95 

27.8 

11.6 

96 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 公園整備推進（市民四季の森、スポーツ公園）公園整備推進（市民四季の森、スポーツ公園）公園整備推進（市民四季の森、スポーツ公園）公園整備推進（市民四季の森、スポーツ公園） 

市民四季の森は平成16年度、スポーツ公園は平成19 年度に完成しました｡ 

 

        



環境基本計画 重点施策の実施状況 

＜Ⅱ＞みんなにやさしい 
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②②②②    ワークショップ、グラワークショップ、グラワークショップ、グラワークショップ、グラウウウウンドワークなどによる公園整備ンドワークなどによる公園整備ンドワークなどによる公園整備ンドワークなどによる公園整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民と連携し、市民参加により施設整備を実施

します。 

自分たちの公園は

自分たちの力でと

い う 気持ち を 持

ち、整備や管理に

積極的に参加しま

す。 

市民、市と連携し、

地域にふさわしい公

園づくりに参加しま

す。 

市民ニーズを的確

に把握し、市民が

主役で市が支援

する状況となるよ

う、計画や施設整

備を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

公園整備ワークショップを行い

ます。 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課））））    

岩崎原中央公園のワークショッ

プを 1 回行いました。 

 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・北外山中央公園ワークショップを行いました。 

平成２２年度 

・三ッ渕南公園計画地元説明会でワークショップによる公園整備のＰＲを行い

ました。 

平成２３年度 

・三ッ渕南公園計画地元説明会でワークショップによる公園整備のＰＲを行い

ました。 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

ワークショップによる公園整備件数（件） １ ０ １ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● ワークショップ、グラワークショップ、グラワークショップ、グラワークショップ、グラウウウウンドワークなどによる公園整備ンドワークなどによる公園整備ンドワークなどによる公園整備ンドワークなどによる公園整備 

 市民参加のワークショップ、グラウンドワークを広め、市民の声を反映した公園づくりを

進めます｡ 

 

        



環境基本計画 重点施策の実施状況 

＜Ⅱ＞みんなにやさしい 
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③③③③    公園ボランティアの育成公園ボランティアの育成公園ボランティアの育成公園ボランティアの育成    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 公園の計画づくりや、低木の植栽、芝張、花の

植付けなど、公園の維持管理を担う公園ボランテ

ィアの育成を進めます。 

自分たちの公園は

自分たちの力でと

い う 気持ち を 持

ち、整備や管理に

積極的に参加しま

す。 

市民、市と連携し、

地域にふさわしい公

園づくりに参加しま

す。 

市民ニーズを的確

に把握し、市民が

主役で市が支援

する状況となるよ

う、計画や施設整

備を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績 評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点 

アダプト制度による市民参加

を募集します。 

（（（（みどり公園みどり公園みどり公園みどり公園課課課課））））    

・ホームページおよび広報掲載

におけるＰＲ（２月）を行いまし

た。 

 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できまし

た。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・ホームページおよび広報掲載におけるＰＲ 

平成２２年度 ・ホームページおよび広報掲載におけるＰＲ 

平成２３年度 ・ホームページおよび広報掲載におけるＰＲ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 公園ボランティアの育成公園ボランティアの育成公園ボランティアの育成公園ボランティアの育成 

 既設公園は、地元区や児童委員などに管理を委託しているので、ボランティア活動の場が

少ないが育成を進めます｡ 

 

        



環境基本計画 重点施策の実施状況 

＜Ⅱ＞みんなにやさしい 
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７７７７    魅力ある美しいまちなみをつくろう魅力ある美しいまちなみをつくろう魅力ある美しいまちなみをつくろう魅力ある美しいまちなみをつくろう    

 

①①①①    電線の地中化の促進電線の地中化の促進電線の地中化の促進電線の地中化の促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

シンボルロードの電線類の地中化など、都市

景観基本計画に基づく景観形成を進め、親しみ

と誇りの持てる個性あるまちづくりを進めます。 

都市景観基本計

画に協力します。 

都市景観基本計画

に協力します。 

景観形成指針の

明示や重点区域

の設定など、都市

景観計画を推進し

ます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

・事業の早期完了を目指しま

す。 (第２工区) 

（道路課）（道路課）（道路課）（道路課）    

・未買収地の用地買収及び歩道

の暫定整備工事を実施しまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

第一次小牧市環境基本計画に

基づき、概ね計画どおり実施で

きました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・未買収地の用地買収の実施 

・歩道の暫定整備工事の実施 

平成２２年度 

・未買収地の用地買収の完了 

・継続事業（Ｈ２２・２３）として整備工事着手（第１工区） 

平成２３年度 

・歩道整備工事完了（第１工区） 

・車道暫定整備工事完了（第１工区） 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 電線の地中化電線の地中化電線の地中化電線の地中化    

電線類を地中化することにより、都市景観形成を進め、親しみと誇りの持てる個性あるま

ちづくりを進めます。 

 

        



環境基本計画 重点施策の実施状況 

＜Ⅱ＞みんなにやさしい 
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②②②②    小牧山周辺の景観整備小牧山周辺の景観整備小牧山周辺の景観整備小牧山周辺の景観整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

小牧駅から小牧山につながる直線軸を、史跡や

緑豊かな自然環境を残し、歴史と文化を感じるこ

とのできる地域として整備します。 

計画づくりのワー

クショップに参加

し、景観形成に積

極的に協力しま

す。 

計画づくりのワーク

ショップに参加し、

景観形成に積極的

に協力します。 

景観を考える会の

開催など意見交換

の場を設け、合意

形成を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

・小牧市之久田線の整備を行

います。 

（道路課）（道路課）（道路課）（道路課）    

・未買収地の用地買収及び歩道

の暫定整備工事を実施しまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況となった

が、第二次小牧市環境基本計

画に基づき更なる進捗に努めま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・歩道の暫定整備工事の実施 

平成２２年度 ・歩道の暫定整備工事の実施 

平成２３年度 ・宮前４号線の歩道整備工事完了 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 小牧山周辺の景観整備小牧山周辺の景観整備小牧山周辺の景観整備小牧山周辺の景観整備    

 史跡や緑豊かな自然環境を残し、歴史と文化を感じることのできる地域として整備し

ます。 

    

        



環境基本計画 重点施策の実施状況 
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③③③③    公共サインの体系的整備公共サインの体系的整備公共サインの体系的整備公共サインの体系的整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市民はもとより市外からの訪問者の案内誘導や

情報伝達の機能を担う公共サインを体系的に整

備します。 

公共サインの役割

について理解を深

めます。 

公共サインの役割

について理解を深

めます。 

適正な設置やサイ

ンの運用・管理シス

テムを整備します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

公共サインを２基設置します。 

（（（（都市都市都市都市政策政策政策政策課課課課））））    

公共サインを２基設置しました。 実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        〇〇〇〇    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・公共サインを６基設置しました。 

平成２２年度 ・公共サインを４基設置しました。 

平成２３年度 ・設置なし。 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 公共サインの体系的整備公共サインの体系的整備公共サインの体系的整備公共サインの体系的整備 

 計画どおりサイン設置を進め、案内誘導や情報伝達を行います｡ 
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８８８８    公害の発生を防止しよう公害の発生を防止しよう公害の発生を防止しよう公害の発生を防止しよう    

 

①①①①    環境監視･測定の強化と情報の発信化環境監視･測定の強化と情報の発信化環境監視･測定の強化と情報の発信化環境監視･測定の強化と情報の発信化    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 環境の現況を監視･測定し、その情報を市民に

分かりやすく公表します。 

監視･測定に協力

します。 

監視･測定に協力す

るとともに、事業所

独自の監視・測定を

実施し、自主的な結

果公表に努めます。 

監視･測定を実施

し、分かりやすく公

表します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

各種の測定を行います。 

パトロールを行います。 

ＨＰで情報発信を行います。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・各種測定（大気、水質等）を行

いました。 

・パトロールを実施しました。 

・一部HP で情報発信しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できまし

た。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後も引き続き

パトロールを強化していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・各種の測定（大気、水質等） 

・パトロールの実施 

・一部HP で情報発信 

平成２２年度 

・各種の測定（大気、水質等） 

・パトロールの実施 

・一部HP で情報発信 

平成２３年度 

・各種の測定（大気、水質等） 

・パトロールの実施 

・一部HP で情報発信 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 環境監視･測定の強化と情報の発信化環境監視･測定の強化と情報の発信化環境監視･測定の強化と情報の発信化環境監視･測定の強化と情報の発信化    

 監視･測定結果を公表することにより、市民意識の向上を図るものです。 
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②②②②    環境・公害知識に関する市民意識向上環境・公害知識に関する市民意識向上環境・公害知識に関する市民意識向上環境・公害知識に関する市民意識向上    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 環境･公害知識に関する市民意識の向上を

図るため、さまざまな機会に積極的な啓発を行

います。 

身近な環境保全の取

組を自主的、積極的

に行います。 

公害に対する知識の

向上に努めます。 

事業活動にあたって

積極的に環境の保

全に努め、事業者の

取組をＰＲします。 

環境･公害の知識

取得の機会を増や

し、積極的な情報

提供を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

啓発の研究を行います。 

ＨＰで情報発信を行います。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・ＨＰによる情報発信を行いまし

た。 

 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できまし

た。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後も情報発信の

多様化を考えていきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・ＨＰによる情報発信 

平成２２年度 ・ＨＰによる情報発信 

平成２３年度 ・ＨＰによる情報発信 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 環境・公害知識に関する市民意識向上環境・公害知識に関する市民意識向上環境・公害知識に関する市民意識向上環境・公害知識に関する市民意識向上    

 啓発を行う事により、環境・公害知識の向上を目指しています。 
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③③③③    ディーゼル車の転換、低公害車化促進ディーゼル車の転換、低公害車化促進ディーゼル車の転換、低公害車化促進ディーゼル車の転換、低公害車化促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 ディーゼル車の転換、低公害車化促進のため、

積極的なＰＲを進めます。 

自動車から排出さ

れる大気汚染物質

や大気環境への

意識を高め、低公

害車の利用に努

めます。 

積極的に最新の適

合車へ代替し、低公

害車の利用に努め

ます。 

公用車の低公害

車化を積極的に進

めるとともに、低公

害車化へのＰＲを

積極的に行いま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

広報・ＨＰによる啓発を行いま

す。 

平成２４年度中に６台転換を目

標とします。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・広報・ＨＰによる啓発を行いま

した。 

・環境フェアで啓発しました。 

・事業者訪問を行いました。 

・平成２４年度６台転換しまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後も引き続き、

協議会参加事業者を訪問し、Ｃ

ＮＧ車転換の啓発をします。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・広報、ＨＰ、環境フェアによる啓発 

・事業者訪問 

・平成２１年度５台転換 

平成２２年度 

・広報、ＨＰ、環境フェアによる啓発 

・事業者訪問 

・平成２２年度５台転換 

平成２３年度 

・広報、ＨＰ、環境フェアによる啓発 

・事業者訪問 

・平成２３年度６台転換 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

転換台数 ５ ６ ６ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● ディーゼル車の転換、低公害車化促進ディーゼル車の転換、低公害車化促進ディーゼル車の転換、低公害車化促進ディーゼル車の転換、低公害車化促進    

 温室効果ガス排出量の削減、ＮＯｘ・ＰＭ法適用に伴い大気環境を改善する観点から最新

規制適合車への早期転換、低公害車化を促進するものです。 
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 88

９９９９    活力ある産業都市をつくろう活力ある産業都市をつくろう活力ある産業都市をつくろう活力ある産業都市をつくろう    

 

①①①①    事業者の適切な立地誘導事業者の適切な立地誘導事業者の適切な立地誘導事業者の適切な立地誘導    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 都市計画マスタープランなどに基づき、事業者

の適切な立地誘導、集積を進め、「自然と調和し

魅力あふれる高次機能複合都市」を目指します。 

 

マスタープランな

どに対する認識を

深めます。 

マスタープランなど

に適した事業進出を

行います。 

 

マスタープランな

どに基づく事業者

の立地誘導を進め

ます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

都市近郊という立地条件や広

域交通の利便性を生かした立

地適地を紹介し、優良企業の

適切な誘致を推進します。 

（（（（商工観光課商工観光課商工観光課商工観光課））））    

・適地紹介、相談の開催 

・工場立地動向調査の実施（２

回） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

今後は、立地誘導できる用地を

計画していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・適地紹介、相談の実施 

・工場立地動向調査の実施（2 回） 

平成２２年度 

・適地紹介、相談の実施 

・工場立地動向調査の実施（2 回） 

平成２３年度 

・適地紹介、相談の実施 

・工場立地動向調査の実施（2 回） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

企業誘致を行った件数 (件) １ １ ０ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 事業者の適切な立地誘導事業者の適切な立地誘導事業者の適切な立地誘導事業者の適切な立地誘導    

 既存産業の高度化を図るとともに、環境関連産業など次代を担う新しい産業の集積や、 

研究開発機能の誘導を推進します。 
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②②②②    東部地区整備の推進東部地区整備の推進東部地区整備の推進東部地区整備の推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 小牧市東部開発基本計画や小牧市東部地区

産業立地開発基本構想に基づく整備を進めま

す。 

計画や構想に対す

る 認識を 深め ま

す。 

計画に適した事業

進出を行います。 

 

東部地区の自然環

境に配慮しつつ、

民間開発などの計

画的な誘導を行い

ます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

優良企業の立地に向けた開

発手法や開発区域等の検討

を行います。 

（（（（商工商工商工商工観光観光観光観光課課課課））））    

・開発手法検討のため、関係機

関と協議を行い、情報収集を行

いました。 

・民間事業者と開発についての

協議をしました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。    

改善点改善点改善点改善点    

新たな産業用地の確保に向け

て、開発手法等の検討を行いま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・１ブロック進出企業の撤退協議 

・小牧市東部工業団地の隣接地について開発手法の協議・検討 

平成２２年度 

・１ブロック進出企業の決定 

・小牧市東部工業団地の隣接地について開発手法の協議・検討 

平成２３年度 

・小牧市東部工業団地の隣接地について開発手法の協議・検討 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

先端産業ゾーンの整備面積（ｈａ） ０ ０ ０ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 東部地区整備の推進東部地区整備の推進東部地区整備の推進東部地区整備の推進    

 新しい土地利用計画に基づき、「住」「働」「裕」それぞれの生活の場を具体的に考え、 

バランスのとれた緑豊かな都市基盤整備を図ります。 
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＜Ⅲ＞みんなつながる＜Ⅲ＞みんなつながる＜Ⅲ＞みんなつながる＜Ⅲ＞みんなつながる    

１１１１    エネルギーを大切に使おうエネルギーを大切に使おうエネルギーを大切に使おうエネルギーを大切に使おう    

 

①①①①    新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 太陽光発電システムなど新エネルギー、省エネ

ルギー設備の普及促進を進めます。 

新エネルギー、省

エネルギー設備

への理解を深め、

設置に努めます。 

新エネルギー、省エ

ネルギー設備への

理解を深め、事業所

への設置に努めま

す。 

補助制度の充実

や積極的な PR を

進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

太陽光発電システムなど新エ

ネルギー、省エネルギー補助

制度の充実や積極的な PR を

進めます。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・太陽光発電、太陽熱高度利用

システム補助事業を実施しまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

目標どおりに実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後はその他の補

助メニューの検討も含め、引き

続き進捗していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・広報、ホームページでのＰＲ 

・太陽光発電、太陽熱高度利用システム補助事業の実施 

平成２２年度 

・広報、ホームページでのＰＲ 

・太陽光発電、太陽熱高度利用システム補助事業の実施 

平成２３年度 

・広報、ホームページでのＰＲ 

・太陽光発電、太陽熱高度利用システム補助事業の実施 
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＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

太陽光発電システム設置補助件数（件） １８６ ３９８ ３９２ 

補助事業による年間総出力（単年度、kW） 734.00 1696.08 1796.23 

補助事業による年間総出力（累計、ｋW） 2,888.89 4,584.97 6,381.20 

太陽熱高度利用システ

ム設置補助件数（件） 

強制循環型 ２ ３ ２ 

自然循環型 １９ １５ １９ 

 

＜数値目標進捗状況＞ 

 

 

 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● 新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進新エネルギー・省エネルギー設備の普及促進    

市では環境に有益な新エネルギーの活用促進のため、太陽光発電システムの設置に対する

補助を平成１３年度から、太陽熱高度利用システムの設置に対する補助を平成２１年度から

実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

数値目標 平成２４年度達成に向けた進捗率 

補助事業による年間総出力 ４,０００ｋW 
 

１６０％ 

電化設備電化設備電化設備電化設備    

照明・冷蔵庫

エアコンなど 

購

入

メ

ー

タ

ー 

販

売

メ

ー

タ

ー 

接続箱 

パワー 

コンディ 

ショナー 

分電盤 

太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池モジュールモジュールモジュールモジュール    

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電システムのイメージシステムのイメージシステムのイメージシステムのイメージ図図図図    太陽熱高度利用太陽熱高度利用太陽熱高度利用太陽熱高度利用システムのイメージシステムのイメージシステムのイメージシステムのイメージ図図図図    

（（（（強制循環型強制循環型強制循環型強制循環型））））    
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③③③③    エコポイント制度の導入エコポイント制度の導入エコポイント制度の導入エコポイント制度の導入    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 環境配慮行動が地域活動の活性化につながる

エコポイント制度について、エコ○○認証制度や

環境家計簿と連携した検討を進めます。 

エコポイント制度

の検討に参加し、

運営に協力しま

す。 

エコポイント制度の

検討に参加し、運営

に協力します。 

エコポイント制度

の検討を進め、参

加を PR します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

関連事業にエコポイント制度

を導入します。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・ごみ散乱防止市民行動の日（１

０月）の清掃活動参加者にポイ

ントを発行しました。 

・光ヶ丘・小木・小牧小学校の地

球温暖化対策地域協議会の廃

食用油回収事業に対してポイン

トを発行しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

目標どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、対象事業の拡大

も対象事業の拡大も検討しなが

ら、引き続き進捗していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・導入の検討 

平成２２年度 ・ＥＸＰＯエコマネーを環境フェアで試験導入 

平成２３年度 

・小牧山美化活動（４月）、ごみ散乱防止市民行動の日（１０月）の清掃活動参

加者にポイント発行 

・菜の花フェスティバル（４月）でマイ箸持参者にポイント発行 

・光ヶ丘、小木、小牧小学校の廃食用油回収事業にてポイント発行 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● エコポイント制度エコポイント制度エコポイント制度エコポイント制度    

環境配慮活動を数値化し、たまったポイントの対価として商品等と交換できる制度です。 
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④④④④    クリーンエネルギーの体験の推進クリーンエネルギーの体験の推進クリーンエネルギーの体験の推進クリーンエネルギーの体験の推進 

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 クリーンエネルギーを体験できる機会を確保

し、市民のクリーンエネルギーに対する理解を深

めます。 

クリーンエネルギ

ーを体験し、理解

を深めます。 

クリーンエネルギー

への理解を深め、導

入に努めます。 

市民がクリーンエ

ネルギーを体験で

きる機会を設け、

率先して導入に努

めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

市民がクリーンエネルギーを

体験できる機会を設けるととも

に、市が率先して導入するよう

働きかけます。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・クリーンエネルギー情報を庁内 

に提供しました。 

・環境フェアで啓発コーナーを

設置しました。 

・本庁舎をはじめ５施設に太陽

光発電システムを設置しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

目標どおりに実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境気本

計画に基づき、今後も引き続き

市の率先導入をさらに進めま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・クリーンエネルギー情報を庁内に提供 

・環境フェアで市民の体験コーナーを実施 

平成２２年度 

・クリーンエネルギー情報を庁内に提供 

・環境フェアで市民の体験コーナーを実施 

平成２３年度 

・クリーンエネルギー情報を庁内に提供 

・環境フェアで啓発コーナーを設置 
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⑤⑤⑤⑤    新エネルギー・省エネルギー設備の公共施設への積極導入新エネルギー・省エネルギー設備の公共施設への積極導入新エネルギー・省エネルギー設備の公共施設への積極導入新エネルギー・省エネルギー設備の公共施設への積極導入    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 新エネルギー、省エネルギー設備の公共施設

への積極的な導入を進めます。 

新エネルギー、省

エネルギーへの

理解を深め、公共

施設の適切な利

用に努めます。 

新エネルギー、省

エネルギーへの理

解を深め、公共施

設の適切な利用に

努めます。 

新エネルギー、省

エネルギー設備の

公共施設への積極

的な導入を進めま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

新エネルギー・省エネルギー

設備の公共施設への積極的

な導入を働きかけます。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・５施設へ太陽光発電システムを

設置しました。（市役所本庁舎、

小木保育園、味岡児童館、味岡

保育園、下小針会館） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

目標どおり進捗できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後も施設を新

設、改修する部署へ一層の働き

かけをしていきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・新エネルギー、省エネルギーの情報提供 

・公共施設へ太陽光発電システムの設置（６施設） 

平成２２年度 

・新エネルギー、省エネルギーの情報提供 

・太陽光発電システム設置可能性調査（１５施設） 

・市役所南庁舎の省エネ診断 

・２３小中学校へ太陽光発電システムの設置 

平成２３年度 

・太陽光発電システム設置可能性調査（６施設） 

・省エネ診断実施（６施設） 

・小牧小学校へ太陽光発電システムの設置 
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２２２２    捨てるより活かそう捨てるより活かそう捨てるより活かそう捨てるより活かそう    

 

①①①①    リサイクルプラザの活用リサイクルプラザの活用リサイクルプラザの活用リサイクルプラザの活用    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 リサイクルプラザを活用し、「循環型社会」の実

現に向け、総合的なリサイクルの推進や啓発を進

めます。 

資源の分別排出を

徹底します。 

収集された資源のリ

サイクルルートの確

保に協力します。 

資源分別排出の

市民へのPRと、稼

動に向けた回収体

制の確立を進めま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標（平成２立てた目標（平成２立てた目標（平成２立てた目標（平成２４４４４年度）年度）年度）年度）    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

・広報、ホームページ、ケーブ

ルテレビなどで PR します。 

・チラシを全戸配布してＰＲし

ます。 

・リサイクルプラザの見学者増

加策を研究します。 

（（（（リサイクルプラザリサイクルプラザリサイクルプラザリサイクルプラザ）））） 

・広報、ホームページ、ケーブル

テレビ、民放テレビなどで PR し

ました。 

・チラシを全戸配布してPRしまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

今後も施設の認知度を高める

よう、PRをしていきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

リサイクル体験教室 

公開廃食用油石けん作り（毎月

１回） 

おもちゃ病院（毎月１回） 

修理再生品の無償譲渡（毎月１

回 家具・自転車） 

リユースコーナーを開設（子供

服の古着、古本） 

リサイクルデータバンクの開設 

リサイクル体験教室 

公開廃食用油石けん作り（毎

月１回） 

おもちゃ病院（毎月１回） 

修理再生品の無償譲渡（毎月

１回 家具・自転車） 

リユースコーナーの開設（子供

服の古着、古本） 

リサイクルデータバンクの開設 

リサイクル体験教室 

公開廃食用油石けん作り（毎月

１回） 

おもちゃ病院（毎月１回） 

修理再生品の無償譲渡（毎月１

回 家具・自転車） 

リユースコーナーの開設（子供

服の古着、古本） 

リサイクルデータバンクの開設 

＜データ＞ 

項   目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

リサイクルプラザの見学者数（人） ６,３２１ ６,４３５ ５,９４７ 
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＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● リサイクルプラザのリサイクルプラザのリサイクルプラザのリサイクルプラザの活用活用活用活用 

① リサイクルハウスの見学 

３階の見学ルームにおいてリサイクルハウスの施設紹介とビデオによる｢空きび

ん・ペットボトル・空き缶｣ラインの作業行程説明及び補足説明をし、手選別室のガラ

ス越しによる見学を実施しています。 

② プラザハウスの見学 

プラザハウスの施設紹介と各教室の説明をしています。 
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②②②②    ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 積極的で効果的なごみ排出抑制、リサイクルの

ＰＲを進め、ごみ排出量一人1日あたり９００ｇ以内

を目指します。 

ごみ排出抑制、リ

サイクルの重要性

を認識し、その活

動に積極的に参

加します。 

ごみ排出抑制につ

ながり、リサイクルし

やすい製品づくりを

進めます。事業所内

のごみ減量などを積

極的に進めます。 

ごみ排出抑制、リ

サイクルの積極的

なＰＲによりごみ減

量に努めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

ごみ排出量を平成２３年度実

績（６８６ｇ/1 人・日）以内としま

す。 

（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）    

・２３年度実績から４g 減少しまし

た。（６８２ｇ/一人・日） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

排出量が微減し、２４年度目標

を達成した。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 一人1 日当たりのごみ排出量 ６８５ｇ 

平成２２年度 一人1 日当たりのごみ排出量 ６７９ｇ 

平成２３年度 一人1 日当たりのごみ排出量 ６８６ｇ 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

一人1 日当たりのごみ排出量（ｇ） ６７９ ６８６ ６８２ 

＜数値目標進捗状況＞ 

    

    

    

    

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進ごみ排出抑制・リサイクルＰＲ推進    

 ごみ排出抑制事業として、生ごみ堆肥化事業（コンポスト容器、密閉容器の貸与）、家庭

用生ごみ処理機購入費補助事業（上限３万円の５分の３補助）、共同住宅等生ごみ処理機設

置費補助事業（共同住宅などで２０世帯以上の家庭で集団処理を行う場合に、

２万円に総戸数を乗じた額を限度として、対象経費の２分の１補助）、リサ

イクルデータバンク設置事業（不用品交換）を行っています。 

 また、リサイクルＰＲとしては、「資源・ごみ収集カレンダー」などの刊

行物の発行、環境フェアなどの行事でのＰＲ、ごみ集積場での分別指導、ホ

ームページなどでの啓発を行っています。 

数値目標 平成２４年度達成に向けた進捗率 

一人1 日あたり９００ｇ以内を目指します 

 

１００％ 

 

小牧市環境キャラクター 

「エコリン」 
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③③③③    誰でも分かるごみ分別表の作成誰でも分かるごみ分別表の作成誰でも分かるごみ分別表の作成誰でも分かるごみ分別表の作成    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 分別方法の周知を図るため、分かりやすい分別

表を作成します。 

分かりやすい分別

表のための提案を

します。分別表に

目を通し、ルール

に従ってごみを排

出します。 

ルールに従ってご

みを排出します。 

適正処理困難物の

引き取りなどに協力

します。 

できるだけ多くの

市民に分かりやす

いごみ分別表を作

成し、これを用い

た積極的な分別排

出の啓発を行いま

す。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

より分かりやすい来年度版ご

み分別表を作成します。 

（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）    

・「資源・ごみの分け方と出し方・

分別早見表」保存版を作成し、

全戸配布しました。 

・「事業者の皆様へ」を刷新し、

配布しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

特になし。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・外国語版（ポルトガル語・スペイン語、英語、中国語、タガログ語）「資

源・ごみの分け方と出し方」を作成・配布 

・「資源・ごみの分け方と出し方」概要版を作成・配布 

・「資源・ごみの分別早見表」を作成・配付 

平成２２年度 

・小牧市くらしのガイドに「資源・ごみの分け方と出し方」、「資源・ごみの分別

早見表」を掲載し、全戸配布 

・「資源・ごみの分け方と出し方」概要版を作成・配布 

・「資源・ごみの分別早見表」を作成・配付 

平成２３年度 

・「資源・ごみの分け方と出し方」、「資源・ごみの分別早見表」を作成・配布 

・「子ども服リユース事業啓発ちらし」を作成・配布 

・「小型家電分別変更ちらし」を作成・配付 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 誰でも分かるごみ分別表の作成誰でも分かるごみ分別表の作成誰でも分かるごみ分別表の作成誰でも分かるごみ分別表の作成    

 資源・ごみの分別や出し方についてＰＲを行っています。 

 パンフレット「資源・ごみの分け方出し方」（ポルトガル、スペイン語などの外国語版含）

資源・ごみ収集カレンダー、資源・ごみの分別早見表などを作成し

ています。 
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④④④④    商業者と連携したごみ対策商業者と連携したごみ対策商業者と連携したごみ対策商業者と連携したごみ対策    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 レジ袋や過剰包装の削減を進めるため、買

い物袋持参促進運動、エコショップ認定制度

など、商業者と連携した取組を進めます。 

「ごみとなるものは買

わない」「買い物袋の

持参」に努めます。再

生商品の優先購入や

スタンプカードなど商

業者の取組の協力を

します。 

レジ袋やトレイなど

の使用を最小限に

するよう努めます。

市民や市との意見

交換会を行うなど連

携した取組を進めま

す。 

市民と事業者の連

携づくりに努めま

す。商業者の取組

やごみ減量を支援

するシステムを検

討します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

レジ袋・過剰包装削減運動（委

託事業）を実施します。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・マイバッグ作製事業を実施しま

した。 

・レジ袋削減協議会での協議内

容（市内店舗でのレジ袋辞退率

など）を HP で啓発し、レジ袋削

減の推進を図りました。（レジ袋

有料化事業者：１４事業者２２店

舗） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

目標どおりに実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況となって

いるが、第二次小牧市環境基

本計画に基づき、今後も買い物

袋持参率を高めるため、時代に

対応したさらなる取組を進めま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・事業委託実施 

・ＨＰによる啓発（レジ袋有料化事業者：１６事業者２９店舗） 

平成２２年度 

・事業委託実施 

・ＨＰによる啓発（レジ袋有料化事業者：１７事業者３０店舗） 

平成２３年度 

・事業委託実施 

・ＨＰによる啓発（レジ袋有料化事業者：１５事業者２３店舗） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

買い物袋持参率（％） ９１ ９０ ９０ 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞ 

● 買い物袋持参促進運動買い物袋持参促進運動買い物袋持参促進運動買い物袋持参促進運動    

市では、市民の日常的な行動である「買い物」の際に使用されるレジ袋の発生量を抑え、家

庭から排出されるレジ袋の減量化を図るとともに、市民の環境に配慮したライフスタイルへ

の転換を促進することを目的に、平成１１年度から「買い物袋持参促進運動」に取り組んで

います。 
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⑤⑤⑤⑤    生ごみ減量の推進生ごみ減量の推進生ごみ減量の推進生ごみ減量の推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 市内 12,000 世帯を目標に、コンポストや生ご

み処理機の普及を進めます。 

エコクッキングに努

め、生ごみ処理機

を利用するなど、生

ごみを出さない工

夫に努めます。 

食品リサイクル法に

基づく取組みなど、

事業所から排出され

る生ごみの減量に

努めます。 

生ごみ処理機の積

極的なＰＲやモデ

ル地区を設置し、

生ごみの減量を進

めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

コンポスト容器、密閉容器、生

ご み処理機の使用世帯を

11,800 世帯以上にします。 

（（（（廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課廃棄物対策課））））    

・コンポスト容器等の使用世帯数

の目標を概ね達成しました。 

・広報、ＨＰなどで啓発しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

広報、ＨＰなどで啓発を徹底す

る。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・広報、ＨＰなどでの啓発活動 

・コンポスト容器等の使用世帯数の目標達成（～21 年度：、10,911 世帯） 

平成２２年度 

・広報、ＨＰなどでの啓発活動 

・コンポスト容器等の使用世帯数の目標達成（～2２年度：、11,279 世帯） 

平成２３年度 

・広報、ＨＰなどでの啓発活動 

・コンポスト容器等の使用世帯数の目標達成（～2３年度：、11,493 世帯） 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

コンポスト容器、密閉容器貸与及び生ごみ処理

機購入費補助世帯数の累計（世帯） 

11,279 11,493 11,664 

＜数値目標進捗状況＞ 

    

    

    

    

        

数値目標 平成２４年度達成に向けた進捗率 

１２，０００世帯に生ごみ処理を普及 

 

９７％ 
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＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 生ごみ減量の推進生ごみ減量の推進生ごみ減量の推進生ごみ減量の推進    

 生ごみの減量を目的に、生ごみ堆肥化事業として、コンポスト容器、密閉容器の貸与を行

い、家庭用生ごみ処理機購入費補助として３万円

を限度として購入費の５分の３を補助していま

す。また、２０戸以上で集団処理を行う場合の共

同住宅等生ごみ処理機設置費補助として、2 万円

に総戸数を乗じた額を限度として対象経費の２

分の１を補助しています。 
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⑥⑥⑥⑥    ごみ再資源化の推進ごみ再資源化の推進ごみ再資源化の推進ごみ再資源化の推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 ごみ再資源化を積極的にＰＲし、資源回収量の

増加を目指します。 

（H１８年度回収量：約１１，７００ｔ 

 H２４年度目標回収量：約１３，０００ｔ） 

資源の分別排出

を徹底します。 

 

リサイクルしやすい

製品づくりに努める

とともに、製品や廃

棄物のリサイクルル

ートを確保します。 

資源の分別排出の

積極的な啓発を行う

とともに、資源を排

出しやすい収集体

制を確立します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

資源回収量を平成２３年度実

績（9,073ｔ）以上にします。 

（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）    

・資源回収量は８，７３１ｔでした。 

 

 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

新聞店回収など民間による回収

量が増加したことなどにより、２３

年度実績より３４２ｔの減量となり

ました。 

改善点改善点改善点改善点    

さらなる再資源化を目指し、啓

発に努めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・資源回収量：9,283ｔ 

・第２資源回収ステーション開設 

平成２２年度 

・資源回収量：9,055ｔ 

・南部コミュニティセンターで廃食用油の回収開始 

平成２３年度 

・資源回収量：9,073ｔ 

・第２資源回収ステーション閉鎖 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度  

 資源の回収量（ｔ） ９，０５５ ９，０７３ ８，７３１ 

＜数値目標進捗状況＞ 

    

    

    

    

    

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● ごみ再資源化の推進ごみ再資源化の推進ごみ再資源化の推進ごみ再資源化の推進    

 資源の収集として、プラスチック製容器包装、ペットボトル、空き缶、空きびん、蛍光管

類、金属類、古紙（新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック、雑がみ）、古布、廃食用油の品

目を対象としています。 

数値目標 平成２４年度達成に向けた進捗率 

資源回収量の増加を目指します 

（平成18 年度回収量：約11,700ｔ 

平成24 年度目標回収量：約13,000ｔ） 

 ６７％ 
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⑦⑦⑦⑦    ごみ処理施設の整備ごみ処理施設の整備ごみ処理施設の整備ごみ処理施設の整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

環境に配慮し、適正処理・資源化を図り、

安全で安心できる循環型社会形成施設とし

て整備します。 

計画への提案を

し、施設整備に協

力します。 

計画への提案をし、施設

整備に協力します。 

施設整備の情報を

提供し、整備計画

を推進します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

ごみ処理基本計画、循環型社

会形成推進地域計画等に基づ

き、敷地造成工事を完了すると

ともに、施設本体工事を着工し

ます。 

（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）（廃棄物対策課）    

・敷地造成工事を完了しました。

（～平成２５年１月） 

・施設本体工事を発注しました。 

（管理棟 平成２４年８月～） 

（工事棟 平成２５年２月～） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○ 

 

改善点改善点改善点改善点    

特になし。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・長期的、総合的視点に立って、計画的なごみ処理の推進を図るため、平成

17 年策定の「小牧市ごみ処理基本計画」を改定 

平成２２年度 

・ごみ処理施設建設工事の技術仕様を取りまとめた「ごみ処理施設建設工事

発注仕様書」を作成 

平成２３年度 

・敷地造成工事を着工 

・発注仕様書に基づき施設本体工事を発注 
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３３３３    エコモビリティを進めようエコモビリティを進めようエコモビリティを進めようエコモビリティを進めよう    

 

①①①①    公共交通利用促進協議会の充実公共交通利用促進協議会の充実公共交通利用促進協議会の充実公共交通利用促進協議会の充実    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 名鉄小牧線を始めとする公共交通の利用

促進を目指した公共交通利用促進協議会

の活動を充実します。 

車に依存したライ

フスタイルを見直

し、公共交通への

転換に努めるととも

に、協議会の活動

に協力します。 

協議会の活動に協力し、通

勤時の公共交通利用を促

進します。 

 安全で良質な輸送サー

ビスの安定的提供を目指し

ます。（交通事業者） 

公共交通網の整

備を促進すると共

に、協議会の活

動を支援します。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

各種イベントでのＰＲを通じ、公

共交通の利用促進を図ります。 

公共交通利用促進協議会へ

の補助金を交付します。 

（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課） 

・市民まつり、環境フェアでのＰ

Ｒを通じ、公共交通の利用促進

を行いました。 

・公共交通利用促進協議会へ補

助金を交付し、活動を支援しまし

た。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね目標どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

市内企業への啓発活動を検討

するほか、利用促進のための情

報収集に努めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・市民まつり、環境フェアにおける、公共交通利用促進啓発の実施、利用促進

協議会へ補助金交付 

平成２２年度 

・市民まつり、環境フェアにおける、公共交通利用促進啓発の実施、利用促進

協議会へ補助金交付 

平成２３年度 

・市民まつり、環境フェアにおける、公共交通利用促進啓発の実施、利用促進

協議会へ補助金交付 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

補助金の交付（円） 685,714 597,411 665,339 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 公共交通利用促進協議会の充実公共交通利用促進協議会の充実公共交通利用促進協議会の充実公共交通利用促進協議会の充実    

 市の施策と呼応して、市民の公共交通の利用離れを転換し、名鉄小牧線などの利用促進や

利用環境の整備を図る協議会を支援します。 
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②②②②    こまき巡回バス運行事業こまき巡回バス運行事業こまき巡回バス運行事業こまき巡回バス運行事業    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 交通空白地域の足の確保と公共施設の利用促

進を図るため、巡回バスの利便性向上を図りま

す。 

巡回バスの見直し

を提案するととも

に、巡回バスの利

用に努めます。 

公共交通利用を促

進するサービスを提

供します。 

安全で良質な輸送

サービスの安定的

提供を目指します。

（交通事業者） 

巡回バス事業の見

直しを進め、利用

者のニーズに合っ

た運行をします。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

利便性向上を目指し、見直し

時期を設定します。 

広く市民の声を取り上げ、利

用者のニーズにあった運行を

実施する準備をします。 

（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）    

・巡回バスの運行内容見直しを

デマンド交通の実験検証と併せ

て実施することを決定しました。 

・運行見直しの基礎資料となるよ

う、市民からの要望等を一覧にし

ました。 

・広報等で利用ＰＲをしました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

利用者のニーズを的確に把握

し、今後の再編に役立てます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・新しい公共施設の開設に伴う巡回バスコース見直しの実施及び見直しに向

けた準備・広報等でのＰＲ 

平成２２年度 

・巡回バスコースの一部ルート変更後の市民ニーズ等把握のためのアンケー

ト調査等実施、広報等でのＰＲ 

平成２３年度 

・巡回バス利用実態調査実施のほか、６５歳以上の利用者運賃を無料化、広

報等でのＰＲ 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

巡回バス利用実績(人） 292,217 322,379 389,776 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● こまき巡回バス運行事業こまき巡回バス運行事業こまき巡回バス運行事業こまき巡回バス運行事業    

 名鉄小牧線、路線バスの空白地域の交通の足を確保するため民間事業者に運行を委託する

手法により巡回バスを運行しています。 

 現在８コースで運行し、また、平成２３年１０月から６

５歳以上の方の乗車運賃を無料化したことにより、利用者

数も大きく伸びています。 
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③③③③    公共交通の利用促進公共交通の利用促進公共交通の利用促進公共交通の利用促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 名鉄小牧線及び民間路線バス並びにこ

まき巡回バスなど公共交通の連携により、

公共交通の利便性を高め利用促進に努め

ます。 

自家用車に依存す

ることなく、積極的

な公共交通の利用

に努めます。 

乗り継ぎの利便を図るた

め、相互の連携を密にす

るとともに、環境整備を進

め、利用しやすい公共交

通を目指します。 

交通事業者と連携

を図り、乗り継ぎの

利便性を高めるこ

とにより、利用促進

を図ります。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

各種協議会等から公共交通

に関する啓発グッズの配布

を行い、公共交通利用者の増

加を促します。（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課） 

・市民まつり、環境フェアにお

いて啓発グッズの配布を行っ

たほか、来場者への声かけを行

いＰＲに努めました。 

・中央道桃花台バス停前ロータ

リーの竣工に合わせ、高速バス

時刻一覧表を作成しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画通り実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

市民への啓発活動を続けてい

くとともに、市内企業への啓発

活動も広げていき、さらなる利

用者増加を図ります。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

名鉄小牧線市内各駅年間

乗降客数(人） 

9,194,063 9,419,525 9,704,245 
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④④④④    自転車の活用促進自転車の活用促進自転車の活用促進自転車の活用促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 自転車が快適に走行できる環境の整備や駐輪

場の整備を進めるなど、環境にやさしく健康増進

にもつながる自転車の利用を促進します。 

自転車利用マナ

ーを遵守し、自転

車の活用に努めま

す。 

通勤時の自転車利

用への転換に努め

ます。 

安全で手軽に乗れ

る自転車を提供しま

す。 

自転車の走行に

配慮した道路整備

や駐輪場整備を進

めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

自転車駐車場の環境整備に

努めます。（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課） 

自転車の走行に配慮した道路

整備をします。（道路課）（道路課）（道路課）（道路課） 

 

・自転車の整頓を含む自転車駐

車場の管理を実施するとともに、

放置自転車の適切な処理に努

めました。 

・ルールとマナー向上を呼びか

けるとともに、市内高校等で交通

安全教室を実施しました。 

・レンタサイクル事業において、

車両の更新を行うなど利用促進

を実施しました。 

（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課） 

・堀の内三丁目２号線等で自転

車歩行者道および歩行者道の

整備工事を実施しました。 

（道路課）（道路課）（道路課）（道路課） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

一層のレンタサイクル利用促

進を図ります。 

学校のほか企業等において交

通安全教室を実施します。 

（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課） 

概ね順調な進捗状況となった

が、自転車利用促進に向けた整

備について、第二次小牧市環

境基本計画に基づき、更なる促

進に努めます。 

（道路課）（道路課）（道路課）（道路課） 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 
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＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・自転車の整理 

・落書き、ごみのポイ捨てが目立つことから清掃活動の実施 

・視覚障害者誘導用ブロック設置工事の実施 

・小木西一丁目１１号線等で約１．６キロメートルの自転車歩行者道整備工事等

の実施 

平成２２年度 

・自転車の整理 

・落書き、ごみのポイ捨てが目立つことから清掃活動の実施 

・ルールとマナー向上の呼びかけ 

・自転車盗難防止キャンペーンの実施 

・視覚障害者誘導用ブロック設置工事の実施 

・南外山屋敷４号線等で約１．２キロメートルの自転車歩行車道整備工事等の

実施 

平成２３年度 

・自転車の整理 

・落書き、ごみのポイ捨てが目立つことから清掃活動の実施 

・ルールとマナー向上の呼びかけ 

・自転車盗難防止キャンペーンの実施 

・南外山屋敷４号線等で約０．８キロメートルの自転車歩行車道整備工事等の

実施 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

●●●●    自転車の活用推進自転車の活用推進自転車の活用推進自転車の活用推進    

自転車が快適に走行できる環境の整備や、駐車場の整備を進めるなど、環境

にやさしく健康増進にもつながる自転車の利用を促進します。 
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⑤⑤⑤⑤    違法駐車対策の推進違法駐車対策の推進違法駐車対策の推進違法駐車対策の推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 違法駐車に対する地域ぐるみの取組を進めま

す。 

交通マナーの遵

守を徹底し、違法

駐車防止などに地

域として取り組み

ます。 

違法駐車防止に事

業者として積極的に

協力します。 

違法駐車防止の

積極的な啓発と取

組みを進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

目標未設定 

（違法駐車等防止条例の制定

よりも、現行法令に沿った啓発

活動を重点に実施するととも

に、関係機関との連絡調整を

円滑に行います。） 

（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課） 

― 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ――――    

 

改善点改善点改善点改善点        ――――    

 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

        



環境基本計画 重点施策の実施状況 

＜Ⅲ＞みんなつながる 
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⑥⑥⑥⑥    放置自転車対策の推進放置自転車対策の推進放置自転車対策の推進放置自転車対策の推進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 放置自転車の適切な対応やリサイクル活用を進

めます。 

自転車の保管や

処分は責任を持っ

て行います。地域

での監視体制に

協力します。 

不用自転車の処理

を徹底します。リサイ

クルやリース制度の

研究を進めます。 

自転車放置防止

の積極的な啓発、

リサイクル活用を

検討します。地域

での監視体制の

整備を進めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

小牧市自転車等の放置の防

止等に関する条例に基づい

た処理を実施します。 

（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）    

自転車放置防止の啓発、リサ

イクル活用の検討をします。 

（道路課）（道路課）（道路課）（道路課） 

 

・条例に基づき、長期放置され

た自転車等の対応や処理を行

いました。 

（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）    

・道路パトロールを実施しまし

た。 

（道路課）（道路課）（道路課）（道路課） 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

放置自転車の処分が、より円滑

にできるよう関係機関との調

整を蜜にします。（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課）（交通防犯課） 

第二次小牧市環境基本計画に

基づき、引き続き監視体制の強

化を図ります。 

（道路課）（道路課）（道路課）（道路課） 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・条例に基づき、放置自転車を処分（廃棄台数５６６台） 

・道路パトロールの実施 

平成２２年度 

・条例に基づき、放置自転車を処分（廃棄台数８３０台） 

・道路パトロールの実施 

平成２３年度 

・条例に基づき、放置自転車を処分（廃棄台数８１０台） 

・道路パトロールの実施 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 放置自転車の対策放置自転車の対策放置自転車の対策放置自転車の対策    

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律及び

小牧市自転車等の放置の防止等に関する条例に基づき、自転車の放置防止

施策を進めます。 
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⑦⑦⑦⑦    快適で人にやさしい道路整備快適で人にやさしい道路整備快適で人にやさしい道路整備快適で人にやさしい道路整備    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

歩車道の分離や歩道の段差解消など人にやさし

い生活道路の整備を進めます。 

道路整備に協力

し、道路の適正な

利用に努めます。 

道路整備に協力し、

道路の適正な利用

に努めます。 

歩行者や自転車

に配慮した道路整

備を進め、適正な

利用をＰＲします。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

歩行者や自転車に配慮した道

路整備を進めます。（道路課）（道路課）（道路課）（道路課） 

・堀の内三丁目２号線等で自転

車歩行者道及び歩行者道の整

備工事を実施しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な進捗状況となった

が、自転車利用促進に向けた整

備について、第二次小牧市環

境基本計画に基づき、更なる促

進に努めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・視覚障害者誘導用ブロック設置工事の実施 

・小木西一丁目１１号線等で約１．６キロメートルの自転車歩行者道

整備工事等の実施 

平成２２年度 

・視覚障害者誘導用ブロック設置工事の実施 

・南外山屋敷４号線等で約１．２キロメートルの自転車歩行車道整

備工事等の実施 

平成２３年度 

・南外山屋敷４号線等で約０．８キロメートルの自転車歩行車道整

備工事等の実施 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

●●●●    快適で人にやさしい道路整備快適で人にやさしい道路整備快適で人にやさしい道路整備快適で人にやさしい道路整備 

 歩車道分離、歩道の切下げ、視覚障害者誘導用ブロックの設

置など人にやさしい道路整備を進めます。 
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⑧⑧⑧⑧    低公害車化・エコドライブ促進低公害車化・エコドライブ促進低公害車化・エコドライブ促進低公害車化・エコドライブ促進    

重 点 施 策 市 民 事業者 市 

 低公害車の普及とエコドライブの積極的なPRを

進めます。 

低公害車の利用

や、アイドリングス

トップの励行など

エコドライブに努

めます。 

低 公 害 車 の 利 用

や、アイドリングスト

ップの励行などエコ

ドライブに 努めま

す。 

低公害車の普及

やエコドライブの

積極的な PR を進

めます。 

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度))))    平成２平成２平成２平成２４４４４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

低公害車の普及やエコドライ

ブの積極的な PR をします。 

（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）（環境対策課）    

・情報の提供により低公害車の

積極的導入を PR しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

目標どおりに実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後も引き続き

さらなるＰＲ方法を検討していき

ます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・情報の提供により積極的導入を図る。 

・「エコドライブメンバーズクラブ［県制度］」の PR 

平成２２年度 

・情報の提供により積極的導入を図る。 

・「エコドライブメンバーズクラブ［県制度］」の PR 

・市民向けエコドライブ講習会の実施 

平成２３年度 ・情報の提供により低公害車の積極的導入を図る。 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

公用車における低公害車の導入状況（合計）

（台） 

９ ５ ３ 

内訳 

天然ガス自動車  （台） 

ハイブリット自動車（台） 

低燃費かつ低排出ガス自動車

（台） 

 

３ 

６ 

 

 

５ 

 

 

３ 
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・小牧市地球温暖化対策地域推進計画の実施状況 

１ 地球温暖化とは 

地球の気温は、太陽から受ける光エネルギーと地球自体が宇宙に向けて出す

放射熱（主として赤外線）とのバランスによって一定に保たれています。地球

が人間や動植物にとって住み良い環境である平均気温１４℃前後に保たれてい

るのは、二酸化炭素やメタンなどの「温室効果ガス」が、宇宙へ放出される熱

の一部を吸収して再び地表面へ反射し、大気を常に温めているからです。もし、

温室効果ガスが存在していなければ、地球は、－１９℃程度になるといわれて

います。 

しかし、近年の利便性の追求と経済発展等に伴い、石油や石炭等の化石燃料

が大量に消費され、大気中への二酸化炭素の排出が増加しています。その結果、

二酸化炭素等の温室効果ガスの大気中濃度が上昇し、地球の気温は急激に上昇

し続けています。これが「地球温暖化」といわれる現象です。 

出典：環境省 STOP THE 温暖化 2008 

 

□地球温暖化のメカニズム 

 

資料：全国地球温暖化防止活動推進センター 

 

 

小牧市の環境施策小牧市の環境施策小牧市の環境施策小牧市の環境施策    
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２ 計画の位置づけと期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２０条で規定される「区

域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出抑制等のための総合的か

つ計画的な施策を推進する」計画です。 

「小牧市総合計画」に示される市の将来都市像を実現するため、環境面での

総合計画である「小牧市環境基本計画」を上位におき、地球温暖化対策の個別

計画として策定します。 

また、本計画は、地球温暖化対策の総合的計画として位置づけ、本市で推進

している地球温暖化対策の実行計画である「小牧市環境率先行動計画（小牧市

地球温暖化防止実行計画）」のほか、その他の関連計画における地球温暖化対策

に関する施策・事業について、整合・連携を図るものとします。 

 

（２）計画の期間 

本計画の期間は、２００９年度（平成２１年度）から２０１８年度（平成３

０年度）までの１０年間とします。 

地球温暖化対策は、対策の効果がすぐに現れるものでないことから、長期的

視野を見据え、２０５０年を長期目標として設定します。 

また、京都議定書の第一約束期間終了年である２０１２年（平成２４年）に

中間見直しを行い、２０１３年（平成２５年）以降の国際的な次期枠組みにつ

いても、考慮するものとします。 

小小牧牧市市地地球球温温暖暖化化対対策策地地域域推推進進計計画画  

小牧市環境率先行動計画 

整合・連携 

小牧市総合計画 

小牧市環境基本計画 

（国）京都議定書

目標達成計画 

地球温暖化対策の

推進に関する法律 
小牧市 

環境基本条例 
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（３）計画の基準年度 

本計画における基準年度は、現行の社会動向をふまえて、直近で温室効果ガ

スの排出量を把握できる２００６年度（平成１８年度）とします。また、京都

議定書に考慮し、京都議定書の基準年である１９９０年度（平成２年度）につ

いても、参考として考慮するものとします。 

 

３ 対象とする温室効果ガス 

計画で対象とする温室効果ガスは、『京都議定書』や『地球温暖化対策の推進

に関する法律』で定められた二酸化炭素（CO
2

）、メタン（CH
4

）、一酸化二窒素（N
2

O）、

ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）及び六フッ化

硫黄（SF
6

）の６種類のガスとします。 

 

温室効果ガス 主な排出源・用途 性質 
地球温暖化 

係数 ※１ 

二酸化炭素 

（CO
2

） 

化石燃料の燃焼など 代表的な温室効果ガス 1 

メタン 

（CH
4

） 

稲作・家畜の腸内発酵、

廃棄物の埋め立てなど 

天然ガスの主成分で、常温で気体

でありよく燃える 

21 

一酸化二窒素 

（N
2

O） 

燃料の燃焼・工場のプ

ロセスなど 

数ある窒素化合物の中で最も安

定した物質で他の窒素化合物な

どのような害はない 

310 

ハイドロフルオロカー

ボン 

（HFC） 

スプレー・エアコンや

冷蔵庫などの冷媒・化

学物質の製造プロセ

ス、建築の断熱材など 

塩素がなく、水素を含むオゾン層

を破壊しないフロン類で強力な

温室効果ガス 

140～ 

11,700 

中間見直し中間見直し中間見直し中間見直し            

長期目標長期目標長期目標長期目標    

小牧市小牧市小牧市小牧市    

地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策

地域推進計画地域推進計画地域推進計画地域推進計画 

２００６年２００６年２００６年２００６年    

((((Ｈ１８年度Ｈ１８年度Ｈ１８年度Ｈ１８年度))))    

基基基基

準準準準

年年年年    

中間見直し 

２００９年２００９年２００９年２００９年    

((((ＨＨＨＨ２１２１２１２１年度年度年度年度))))    

２０１２年２０１２年２０１２年２０１２年    

((((Ｈ２４年度Ｈ２４年度Ｈ２４年度Ｈ２４年度))))    

２０１８年２０１８年２０１８年２０１８年    

((((Ｈ３０年度Ｈ３０年度Ｈ３０年度Ｈ３０年度))))    

２０５０年２０５０年２０５０年２０５０年    

    

    

計画実行期間計画実行期間計画実行期間計画実行期間    
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※温室効果ガスは種類によって温室効果の強さが違います。赤外線の吸収能力が高いほど、

また、大気中に残っている期間が長いほど、そのガスの温室効果が強くなります。二酸化

炭素の温室効果を１としたときの温室効果の強さを表したものが「地球温暖化係数」です。 

 

４ 温室効果ガス総排出量の削減目標 

我が国は、「京都議定書」により、２００８年度（平成２０年度）～２０１２

年度（平成２４年度）の間に、温室効果ガス排出量を１９９０年度（平成２年

度）比で６％削減することを約束しています。 

平成２０年３月に改定された「京都議定書目標達成計画（以下、「改定京都議

定書目標達成計画」という。）では、２０１０年度の温室効果ガス排出量の見通

しとして、同計画内に示された対策・施策を、各部門・各主体が全力で取り組

むことにより、１９９０年度（平成２年度）比で、０．８％～１．８％の温室

効果ガス排出量の削減が可能とされています。 

この「改定京都議定書目標達成計画」に基づき、小牧市の温室効果ガス総排

出量の削減目標を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーフルオロカーボン 

（PFC） 

半導体の製造プロセス 

炭素とフッ素だけからなるフロ

ン類で強力な温室効果ガス 

6,500～ 

9200 

六フッ化硫黄 

（SF
6

） 

電気の絶縁体など 

硫黄とフッ素からなる化合物で

強力な温室効果ガス 

23,900 

    

基準年である２００６年度（平成１８年度）と比較して、基準年である２００６年度（平成１８年度）と比較して、基準年である２００６年度（平成１８年度）と比較して、基準年である２００６年度（平成１８年度）と比較して、    

９９９９....９％削減します９％削減します９％削減します９％削減します    

※本目標は、京都議定書の第一約束期間終了年である２０１２年度（平成２４年度）

までに達成することを前提とし、計画最終年の２０１８年度（平成３０年度）まで

同レベルで推移することを想定しています。 

※２０５０年度を目処とした長期目標については、次期枠組みが示されることをふま

え、中間見直し後に設定します。    

２２２２２２２２００００００００１１１１１１１１８８８８８８８８年年年年年年年年度度度度度度度度（（（（（（（（平平平平平平平平成成成成成成成成３３３３３３３３００００００００年年年年年年年年度度度度度度度度））））））））のののののののの        

温温温温温温温温室室室室室室室室効効効効効効効効果果果果果果果果ガガガガガガガガスススススススス総総総総総総総総排排排排排排排排出出出出出出出出量量量量量量量量削削削削削削削削減減減減減減減減目目目目目目目目標標標標標標標標        
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基盤の取組基盤の取組基盤の取組基盤の取組    内容内容内容内容    施策施策施策施策    頁頁頁頁    評価評価評価評価    

１．建物から

の温室効果

ガスを減ら

す 

①住宅・事業

所・公共施設

の省 CO
２
化

推進 

公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入 120 ○ 

ESCO 事業の導入推進啓発 120 ○ 

ISO14001 の推進 121 ○ 

中小事業者向けの省エネ診断・改修推進 
121 ○ 

②緑化の推進 苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発 123 ○ 

公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施 124 ○ 

緑化に関する相談窓口の設置 125 ○ 

生垣設置奨励等の支援 125 ○ 

緑道の整備による「緑のネットワーク」の強化 125 ○ 

緑化に関する助成金及び補助金情報の提供 126 ○ 

２．身近なと

ころから温

室効果ガス

を減らす 

③省エネ行動

の推進 

環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコラ

イフの啓発 

127 ○ 

環境関連講座の充実 127 ○ 

学校版 ISO の積極的な推進 127 ○ 

エコポイント制度の導入検討 127 ○ 

事業者向けの ISO 認証取得支援 127 ○ 

④３R 活動の

推進 

家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実 128 ○ 

家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進 128 ○ 

常設の資源回収ステーションの増設 128 ○ 

リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓

発 

128 ○ 

レジ袋削減の取組、マイ箸・マイ水筒の持参の促

進 

129 ○ 

出前講座によるごみ分別方法指導 129 ○ 

事業者への廃棄物減量計画書の作成義務づけ

による事業ごみの排出抑制 

130 ○ 

３．自動車か

らの温室効

果ガスを減

らす 

⑤公共交通の

利用促進 

交通空白地域の交通手段を確保するためこまき

巡回バス事業の路線見直しの検討 

131 ○ 

自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推

進 

131 ○ 

鉄道駅のバリアフリー化推進 131 ○ 

パークアンドライドや他公共交通との連携強化 131 ○ 

⑥エコドライ

ブの推進 

低公害車の導入促進 132 ○ 

低公害車（CNG 車）導入助成金制度の普及啓発 132 ○ 

エコドライブ手法の普及啓発 132 ○ 

事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開

催 

132 ○ 

５ 削減対策の体系図 

各主体の基盤の取組と平成２４年度の評価 
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全３９施策の評価全３９施策の評価全３９施策の評価全３９施策の評価    平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度    平成平成平成平成 22224444 年度年度年度年度    

◎：目標以上に進捗 ３ ０ 

○：概ね目標どおり進捗 ３５ ３９ 

△：目標に遠く及ばなかった １ ０ 

－：何かの理由で全く取組まなかった ０ ０ 

全体のうち◎と○の占める割合全体のうち◎と○の占める割合全体のうち◎と○の占める割合全体のうち◎と○の占める割合    ９７９７９７９７....４％４％４％４％    １００１００１００１００％％％％    

 

◎と○の「できた」という割合が１００％となっており、地球温暖化対

策の取り組みが概ね推進できているといえます。今後は、第二次小牧市環

境基本計画の基本目標２「地球温暖化対策の推進」に基づき、引き続き施

策を推進していきます。 

なお、各取組の詳しい内容については、１２０ページ以降に掲載してお

りますので、ご覧ください。 

基盤の取組基盤の取組基盤の取組基盤の取組    内容内容内容内容    施策施策施策施策    頁頁頁頁    評価評価評価評価    

４．新たな

エネルギー

源で温室効

果ガスを減

らす 

⑦ 新 エ ネ ル

ギ ー 導 入 推

進 

公共施設への新エネルギー設備導入 133 ○ 

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

等の設備導入補助金情報の提供 

133 ○ 

新エネルギー設備導入に関わる補助金等の

情報の提供 

133 ○ 

⑧ バ イ オ マ

ス の 導 入 推

進 

家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実 135 ○ 

家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進 135 ○ 

ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディ

ーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用 

135 ○ 

５．森を育

てて温室効

果ガスを減

らす 

⑨ 森 と 親 し

む 機 会 の 創

出 

自然環境学習会などの開催 136 ○ 

学校の環境教育の充実 136 ○ 

兒（ちご）の森の活用促進 136 ○ 
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重点プロジェクト 

基盤の取組基盤の取組基盤の取組基盤の取組    内容内容内容内容    施策施策施策施策    頁頁頁頁    

１．事業所

のエネルギ

ー効率を高

める 

簡易版省エネ

ルギー診断チ

ェック表の整

備・推進 

こまき環境 ISOネットワークや市内事業者と

共に制度を整備・推進します。 

137 

アドバイザーを確保・育成します。 138 

２．新エネ

ルギーへの

転換を高め

る 

太陽光・太陽熱

利用の啓発・推

進 

住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用シス

テム設置への補助を行います。 

139 

広報やホームページで制度の普及啓発を行

います。 

139 

環境フェアなどのイベントで普及啓発を行い

ます。 
139 

３．省 CO
２

のまちづく

り風土を高

める 

パークアンド

ライド・サイク

ルアンドライ

ドの推進 

こまき巡回バスの路線を見直します。 140 

駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。 140 

自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備

を検討します。 
140 

 



 

 

1111    建物からの温室効果ガスを減らす建物からの温室効果ガスを減らす建物からの温室効果ガスを減らす建物からの温室効果ガスを減らす

 

①①①①    住宅・事業所・公共施設の省ＣＯ住宅・事業所・公共施設の省ＣＯ住宅・事業所・公共施設の省ＣＯ住宅・事業所・公共施設の省ＣＯ

    

 住宅・事業所・公共施設を省エネルギー型建築や断熱・通風・採光などにより、建物

のエネルギー効率を高めて、温室効果ガス排出量の少ない建物を目指します。

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入

○ ESCO

○ ISO14001

○ 中小事業所向けの省エネ診断・改修推進

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    ○ 新築及び改築時の省エネ住宅の採用

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    

○ 補助金や助成金を活用した省エネルギー設備の導入

○ 事業所及び工場への

○ ISO14001

 

○ 公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入

   →基本計画重点施策Ⅲ－１－

 

○ ESCOESCOESCOESCO事業の導入推進啓発事業の導入推進啓発事業の導入推進啓発事業の導入推進啓発    

 ＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    

ESCO 事業導入推進の啓発を

行います。 

（環境対策（環境対策（環境対策（環境対策課）課）課）課） 

・ＩＳＯネットワークの会合で、市

施設（温水プール・市民会館）で

導入している

等を紹介しながら導入の啓発を

行

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗

      －：何かの理由で全く取組まなかった

 

  

６６６６        取組の実施取組の実施取組の実施取組の実施状況状況状況状況    

地球温暖化対策地域推進計画

１建物からの温室効果ガスを減らす
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建物からの温室効果ガスを減らす建物からの温室効果ガスを減らす建物からの温室効果ガスを減らす建物からの温室効果ガスを減らす    

住宅・事業所・公共施設の省ＣＯ住宅・事業所・公共施設の省ＣＯ住宅・事業所・公共施設の省ＣＯ住宅・事業所・公共施設の省ＣＯ
２２２２

化推進化推進化推進化推進    

住宅・事業所・公共施設を省エネルギー型建築や断熱・通風・採光などにより、建物

のエネルギー効率を高めて、温室効果ガス排出量の少ない建物を目指します。

公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入 

ESCO事業の導入推進啓発 

ISO14001の推進 

中小事業所向けの省エネ診断・改修推進    

新築及び改築時の省エネ住宅の採用    

補助金や助成金を活用した省エネルギー設備の導入

事業所及び工場へのESCO事業の導入 

ISO14001等に基づく省エネ活動の継続的な取組    

公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入公共施設への省エネルギー設備の積極的な導入    

→基本計画重点施策Ⅲ－１－⑤で実施（９４ページ参照） 

    

平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点

・ＩＳＯネットワークの会合で、市

施設（温水プール・市民会館）で

導入している ESCO 事業の実績

等を紹介しながら導入の啓発を

行いました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価

概ね計画どおり実施できました。

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後もさらに啓

発を図っていきます。

○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

－：何かの理由で全く取組まなかった 

 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

１建物からの温室効果ガスを減らす 

住宅・事業所・公共施設を省エネルギー型建築や断熱・通風・採光などにより、建物

のエネルギー効率を高めて、温室効果ガス排出量の少ない建物を目指します。    

 

補助金や助成金を活用した省エネルギー設備の導入 

    

評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。 

概ね順調な実施状況となってい

るため、第二次小牧市環境基本

計画に基づき、今後もさらに啓

発を図っていきます。 



地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

１建物からの温室効果ガスを減らす 
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＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・啓発チラシ４,０００部を小牧商工会議所会報誌「つつじ」に折り込

み（問い合わせ４件） 

平成２２年度 

・啓発チラシ４,０００部を小牧商工会議所会報誌「つつじ」に折り込

み（問い合わせ１件） 

平成２３年度 

・啓発チラシ４,０００部を小牧商工会議所会報誌「つつじ」に折り込

み 

 

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● ESCOESCOESCOESCO事業の導入推進事業の導入推進事業の導入推進事業の導入推進啓発啓発啓発啓発    

 省エネルギー改修に係るすべての経費を光熱水費の削減分で賄う ESCO 事業を事業者に

推進していただくことにより、温室効果ガス排出量の削減を図ります。 

 

○ ISO14001ISO14001ISO14001ISO14001の推進の推進の推進の推進    

→基本計画重点施策Ⅰ－６－①②③で実施（５１ページ参照） 

 

○ 中小事業所向けの省エネ診断・改修推進中小事業所向けの省エネ診断・改修推進中小事業所向けの省エネ診断・改修推進中小事業所向けの省エネ診断・改修推進    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

中小事業者向けの省エネ診

断・改修を推進します。 

（環境対策（環境対策（環境対策（環境対策課）課）課）課） 

・ＩＳＯネットワーク参加事業所、

環境保全協定締結事業所を対

象に専門講師による「省エネセミ

ナー」を開催し、㈶省エネルギ

ーセンターが実施する無料省エ

ネ診断の啓発を図りました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後も研修会等の

内容を充実させ、省エネ診断・

改修が推進されるよう工夫して

いきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・ＩＳＯネットワーク参加事業所、環境保全協定締結締結事業所を対

象に省エネ対策事例を講じた「環境保全研修会」を開催 

平成２２年度 

・ＩＳＯネットワーク参加事業所、環境保全協定締結締結事業所を対

象に省エネ対策事例を講じた「環境保全研修会」を開催 

平成２３年度 

・ＩＳＯネットワーク参加事業所、環境保全協定締結締結事業所を対

象に省エネ対策事例を講じた「環境保全研修会」を開催 
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＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 中小事業所向けの省エネ診断・改修推進中小事業所向けの省エネ診断・改修推進中小事業所向けの省エネ診断・改修推進中小事業所向けの省エネ診断・改修推進    

 中小事業所に省エネ診断を受診していただくことにより、効率的に省エネ改修を実施して

いただき、温室効果ガス排出量の削減を図ります。 

 



 

②②②②    緑化の推進緑化の推進緑化の推進緑化の推進    

    

 ヒートアイランド現象緩和などによる省エネルギー効果を持つことから、緑道の整備

による緑のネットワークの強化や公共施設・住宅・事業所等での緑化を積極的に推進

します。    

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発

○ 公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施

○ 緑化に関する相談窓口の設置

○ 生垣設置奨励等の支援

○ 緑道の整備による「緑のネットワーク」の強化

○ 緑化に関する助成金及び補助金情報の提供

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    

○ 緑化推進のため生垣の積極的な設置

○ ワークショップ等による公園づくりへの参画

○ 花壇の設置やベランダにおける緑化の実施

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    
○ 事業所の緑化推進のため生垣の積極的な設置

○ 屋上緑化及び壁面緑化等の実施

 

○ 苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    

・イベント時に市民に苗木・球

根の配布を 3 回行います。 

・公共施設・行政区に花苗の

配布を 3 回行います。 

（みどり公園（みどり公園（みどり公園（みどり公園課）課）課）課） 

・

の配布を

・公共施設・行政区に花苗の配

布を

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗

      －：何かの理由で全く取組まなかった

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

イベント時の市民への苗木・球根配布

公共施設・行政区への花苗配布

平成２２年度 

イベント時の市民への苗木・球根配布

公共施設・行政区への花苗配布

平成２３年度 

イベント時の市民への苗木・球根配布

公共施設・行政区への花苗配布
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ヒートアイランド現象緩和などによる省エネルギー効果を持つことから、緑道の整備

による緑のネットワークの強化や公共施設・住宅・事業所等での緑化を積極的に推進

苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発 

公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施 

緑化に関する相談窓口の設置 

生垣設置奨励等の支援 

緑道の整備による「緑のネットワーク」の強化 

緑化に関する助成金及び補助金情報の提供    

緑化推進のため生垣の積極的な設置 

ワークショップ等による公園づくりへの参画 

花壇の設置やベランダにおける緑化の実施    

事業所の緑化推進のため生垣の積極的な設置 

屋上緑化及び壁面緑化等の実施    

苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発    

平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点

・イベント時に市民に苗木・球根

の配布を 3 回行いました。 

・公共施設・行政区に花苗の配

布を 3 回行いました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価

概ね計画どおり実施できました

改善点改善点改善点改善点    

特になし 

○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

－：何かの理由で全く取組まなかった 

イベント時の市民への苗木・球根配布3 回 

公共施設・行政区への花苗配布3 回 

イベント時の市民への苗木・球根配布3 回 

公共施設・行政区への花苗配布3 回 

イベント時の市民への苗木・球根配布3 回 

公共施設・行政区への花苗配布3 回 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

１建物からの温室効果ガスを減らす 

ヒートアイランド現象緩和などによる省エネルギー効果を持つことから、緑道の整備

による緑のネットワークの強化や公共施設・住宅・事業所等での緑化を積極的に推進

 

評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。 
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＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発苗木や花苗の配布による市民の緑化意識の啓発    

 小牧市緑化推進協議会の事業として、家庭の緑化や、地元の皆さんによる公共施設の緑化、

小・中学校、幼稚園、保育園の緑化を苗木・花苗の配布によりすすめ、市民の緑化意識を啓

発します。 

 

○ 公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

・各施設へ緑化推進の働きか

けを行います。 

（環境対策（環境対策（環境対策（環境対策課）課）課）課） 

・小中学校、保育園、幼稚園で

緑のカーテンを実施しました。 

・本庁舎に屋上緑化及びグリー

ンルーバーを導入しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後も引き続きＰ

Ｒ、働きかけを工夫していきま

す。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 市民会館・市公民館の改修に伴い、壁面緑化を実施 

平成２２年度 市役所、小中学校、保育園、幼稚園で緑のカーテンを実施 

平成２３年度 市役所、小中学校、保育園、幼稚園で緑のカーテンを実施 

    

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施公共施設の屋上緑化及び壁面緑化等の実施    

 屋上緑化及び壁面緑化には、通常の緑化の効果に加え、建築物の断熱性を高めることによ

る省エネルギー効果もありますので、積極的に推進していきます。 
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○ 緑化に関する相談窓口の設置緑化に関する相談窓口の設置緑化に関する相談窓口の設置緑化に関する相談窓口の設置    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

緑化知識の普及のため、教室

と緑化施設見学会を行いま

す。 

（みどり公園（みどり公園（みどり公園（みどり公園課）課）課）課） 

・緑化に関する教室をイベント

時に 4 日間行いました。 

・緑化施設見学会を１回行いま

した。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        〇〇〇〇    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

緑化相談の機会を増やすよう努

めます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

イベント時に緑化に関する教室を 4 日間開催 

緑化施設見学会を１回実施 

平成２２年度 

イベント時に緑化に関する教室を 4 日間開催 

緑化施設見学会を１回実施 

平成２３年度 

イベント時に緑化に関する教室を 4 日間開催 

緑化施設見学会を１回実施 

    

＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞＜施策の詳細＞    

● 緑化に関する相談窓口の設置緑化に関する相談窓口の設置緑化に関する相談窓口の設置緑化に関する相談窓口の設置    

 緑化を進めるため、緑化知識の普及、補助金等の情報提供を行う相談できる場を設けます。 

 

○ 生垣設置奨励等の支援生垣設置奨励等の支援生垣設置奨励等の支援生垣設置奨励等の支援    

   →基本計画重点施策Ⅱ－５－④で実施（７６ページ参照） 

 

○ 緑道の整備による「緑のネットワーク」の強化緑道の整備による「緑のネットワーク」の強化緑道の整備による「緑のネットワーク」の強化緑道の整備による「緑のネットワーク」の強化 

   →基本計画重点施策Ⅱ－２－④で実施（６３ページ参照） 

 

        



地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

１建物からの温室効果ガスを減らす 

 

 126 

○ 緑化に関する助成金及び補助金情報の提供緑化に関する助成金及び補助金情報の提供緑化に関する助成金及び補助金情報の提供緑化に関する助成金及び補助金情報の提供    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

「小牧市都市緑化推進事業

補助金制度」の PR を行いま

す。 

（みどり公園（みどり公園（みどり公園（みどり公園課）課）課）課） 

ホームページ、市広報（6月、

10 月）、リーフレットによる

PRを行いました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        〇〇〇〇    

概ね計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

PR の機会を増やします。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 生垣設置助成制度のホームページ、市広報（10月）による PR を実施 

平成２２年度 

ホームページ、市広報（10 月）、小牧商工会議所所報による PR を実

施 

平成２３年度 

ホームページ、市広報（10 月）、小牧商工会議所所報による PR を実

施 

 

 



 

2222    身近なところから温室効果ガスを減らす身近なところから温室効果ガスを減らす身近なところから温室効果ガスを減らす身近なところから温室効果ガスを減らす

 

③③③③    省エネ行動の推進省エネ行動の推進省エネ行動の推進省エネ行動の推進    

    

 エコライフチェックシートの活用などにより省エネルギー行動の更なる推進を目指

します。    

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 環境家計簿とエコライフチェックシートによる

○ 環境関連講座の充実

○ 学校版

○ エコポイント制度の導入検討

○ 事業者向けの

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    
○ 環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの実践

○ 省エネ型の蛍光灯ランプへの転換など省エネ型製品の選択

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    

○ こまき環境

○ 小牧版環境マネジメントシステムの構築

○ グリーン配送の積極的利用

 

○ 環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発

   →基本計画重点施策Ⅰ－２－②で実施（

 

○ 環境関連講座の充実環境関連講座の充実環境関連講座の充実環境関連講座の充実    

   →基本計画重点施策Ⅰ－２－③で実施（

 

○ 学校版学校版学校版学校版ISOISOISOISOの積極的な推進の積極的な推進の積極的な推進の積極的な推進

→基本計画重点施策Ⅰ－１－①で実施（

 

○ エコポイント制度の導入検討エコポイント制度の導入検討エコポイント制度の導入検討エコポイント制度の導入検討

→基本計画重点施策Ⅲ－１－③で実施（

 

○ 事業者向けの事業者向けの事業者向けの事業者向けのISOISOISOISO認証取得支援認証取得支援認証取得支援認証取得支援

→基本計画重点施策Ⅰ－６－①で実施（
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身近なところから温室効果ガスを減らす身近なところから温室効果ガスを減らす身近なところから温室効果ガスを減らす身近なところから温室効果ガスを減らす    

エコライフチェックシートの活用などにより省エネルギー行動の更なる推進を目指

環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発

環境関連講座の充実 

学校版ISOの積極的な推進 

エコポイント制度の導入検討    

事業者向けのISO認証取得支援    

環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの実践

省エネ型の蛍光灯ランプへの転換など省エネ型製品の選択

こまき環境 ISOネットワークへの積極的な参加 

小牧版環境マネジメントシステムの構築 

グリーン配送の積極的利用    

環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの啓発    

→基本計画重点施策Ⅰ－２－②で実施（３４ページ参照） 

→基本計画重点施策Ⅰ－２－③で実施（３５ページ参照） 

の積極的な推進の積極的な推進の積極的な推進の積極的な推進    

→基本計画重点施策Ⅰ－１－①で実施（２６ページ参照） 

エコポイント制度の導入検討エコポイント制度の導入検討エコポイント制度の導入検討エコポイント制度の導入検討    

→基本計画重点施策Ⅲ－１－③で実施（９２ページ参照） 

認証取得支援認証取得支援認証取得支援認証取得支援    

→基本計画重点施策Ⅰ－６－①で実施（５１ページ参照） 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

２身近なところから温室効果ガスを減らす 

エコライフチェックシートの活用などにより省エネルギー行動の更なる推進を目指

 

エコライフの啓発 

環境家計簿とエコライフチェックシートによるエコライフの実践    

省エネ型の蛍光灯ランプへの転換など省エネ型製品の選択    

 



 

④④④④    ３３３３RRRR 活動の推進活動の推進活動の推進活動の推進    

    

 廃棄物の発生に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、市、市民、事業者の連携に

よるごみの発生抑制と分別の徹底による３Ｒ活動を推進します。

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実

○ 家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進

○ 常設の資源回収ステーションの増設

○ リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発

○ レジ袋削減の取組、マイ箸・マイ水筒の持参の促進

○ 出前講座によるごみ分別方法指導

○ 事業者への廃棄物減量計画書の作成義務づけによる事業ごみの排

出抑制

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    

○ 生ごみ処理機やコンポスト等による生ごみリサイクルの推進

○ 資源回収団体による積極的な集団回収活動の実施

○ エコバッグ持参によるレジ袋削減

○ マイ箸・マイ水筒の持参

○ トレイ

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    

○ 廃棄物の分別徹底による焼却ごみの低減

○ レジ袋削減の取組の促進

○ 製品

○ 使い捨て容器を使用した製品販売の自粛

○ 生ごみの堆肥化

○ 空き缶、

○ 販売した製品の修理サービスの提供

○ 廃棄物の分別方法に関する社内講習会の実施

 

○ 家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実

   →基本計画重点施策Ⅲ－２－

 

○ 家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進

   →基本計画重点施策Ⅲ－２－⑤

 

○ 常設の資源回収ステーションの増設常設の資源回収ステーションの増設常設の資源回収ステーションの増設常設の資源回収ステーションの増設

→基本計画重点施策Ⅲ－２－⑥

 

○ リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発

→基本計画重点施策Ⅰ－

地球温暖化対策地域推進計画
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廃棄物の発生に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、市、市民、事業者の連携に

よるごみの発生抑制と分別の徹底による３Ｒ活動を推進します。    

家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実 

家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進 

常設の資源回収ステーションの増設 

リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発

レジ袋削減の取組、マイ箸・マイ水筒の持参の促進

出前講座によるごみ分別方法指導 

事業者への廃棄物減量計画書の作成義務づけによる事業ごみの排

出抑制    

生ごみ処理機やコンポスト等による生ごみリサイクルの推進

資源回収団体による積極的な集団回収活動の実施    

エコバッグ持参によるレジ袋削減    

マイ箸・マイ水筒の持参    

トレイやペットボトルの店頭回収への参加    

廃棄物の分別徹底による焼却ごみの低減 

レジ袋削減の取組の促進 

製品原料や材料の簡易包装化の促進    

使い捨て容器を使用した製品販売の自粛    

生ごみの堆肥化    

空き缶、紙パック、トレイ、ペットボトル等の店頭回収の実施

販売した製品の修理サービスの提供    

廃棄物の分別方法に関する社内講習会の実施    

家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実    

－２－⑤で実施（１００ページ参照） 

家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進    

Ⅲ－２－⑤で実施（１００ページ参照） 

常設の資源回収ステーションの増設常設の資源回収ステーションの増設常設の資源回収ステーションの増設常設の資源回収ステーションの増設    

Ⅲ－２－⑥で実施（１０２ページ参照） 

リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発    

－３－①で実施（３８ページ参照） 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

２身近なところから温室効果ガスを減らす 

廃棄物の発生に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、市、市民、事業者の連携に

 

リサイクルプラザを活用した再使用・再資源化啓発    

レジ袋削減の取組、マイ箸・マイ水筒の持参の促進 

事業者への廃棄物減量計画書の作成義務づけによる事業ごみの排

生ごみ処理機やコンポスト等による生ごみリサイクルの推進    

    

、ペットボトル等の店頭回収の実施    



地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 
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○ レジ袋削減の取組、マイ箸・マイ水筒の持参の促進レジ袋削減の取組、マイ箸・マイ水筒の持参の促進レジ袋削減の取組、マイ箸・マイ水筒の持参の促進レジ袋削減の取組、マイ箸・マイ水筒の持参の促進    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

市民・事業者・行政の協働によ

るレジ袋削減を推進します。 

マイ箸などの持参促進をしま

す。 

（環境対策（環境対策（環境対策（環境対策課）課）課）課） 

・レジ袋削減協議会での協議内

容（市内店舗でのレジ袋辞退率

など）をＨＰで啓発し、レジ袋削

減の推進を図りました。 

・菜の花フェスティバルにおい

て、マイ箸、マイ茶碗の持参を

呼びかけました。 

 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

概ね計画どおり実施できまし

た。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となって

いるが、第二次小牧市環境基

本計画に基づき、今後もＰＲ、

働きかけを工夫していきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・レジ袋削減協議会での協議内容（市内店舗でのレジ袋辞退率な

ど）をＨＰで啓発 

・環境基本計画推進事業における菜の花プロジェクトイベントにて

マイ箸持参での参加を周知 

平成２２年度 

・レジ袋削減協議会での協議内容（市内店舗でのレジ袋辞退率な

ど）をＨＰで啓発 

・環境基本計画推進事業における菜の花プロジェクトイベントにて

マイ箸持参での参加を周知 

平成２３年度 

・レジ袋削減協議会での協議内容（市内店舗でのレジ袋辞退率な

ど）をＨＰで啓発 

・環境基本計画推進事業における菜の花プロジェクトイベントにて

マイ箸持参での参加を周知 

 

○ 出前講座によるごみ分別方法指導出前講座によるごみ分別方法指導出前講座によるごみ分別方法指導出前講座によるごみ分別方法指導    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

市民や事業者にごみの分別排

出とリサイクルの必要性の周知

を図り、ごみの減量化及び再資

源化率の向上を図ります。 

（廃棄物対策（廃棄物対策（廃棄物対策（廃棄物対策課）課）課）課） 

・実施回数１８回 実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

 

改善点改善点改善点改善点    

特になし。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 
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＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・実施回数１０回 

平成２２年度 ・実施回数１１回 

平成２３年度 ・実施回数１５回 

 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

出前講座実施回数（回） １１ １５ １８ 

 

○ 事業者への廃棄物減量計画書の作成義務づけによる事業ごみの排出抑制事業者への廃棄物減量計画書の作成義務づけによる事業ごみの排出抑制事業者への廃棄物減量計画書の作成義務づけによる事業ごみの排出抑制事業者への廃棄物減量計画書の作成義務づけによる事業ごみの排出抑制    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

提出された廃棄物減量計画書

をもとに、事業者を訪問・指導し

ます。 

（廃棄物対策（廃棄物対策（廃棄物対策（廃棄物対策課）課）課）課） 

・事業所を９９件訪問・指導しま

した。 

・啓発用に「事業者の皆様へ」

を7,000部印刷し、訪問・指導に

活用しました。 

・事業所近隣のごみ集積場に

注意をはらい調査し、指導の強

化を図りました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

長年にわたる指導の結果、多く

の事業に改善が見られ、平成２

３年度に対し、２３１件減少しま

した。 

改善点改善点改善点改善点    

事業所向けのアンケート調査を

実施し、排出状況を確認し、重

点施策を検討します。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・訪問・指導件数３５５件 

平成２２年度 ・訪問・指導件数２６７件 

平成２３年度 ・訪問・指導件数３６４件 

 

＜データ＞ 

項目 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

事業所訪問指導件数（件） ２６７ ３６４ ９９ 

 

 



 

3333    自動車自動車自動車自動車から温室効果ガスを減らすから温室効果ガスを減らすから温室効果ガスを減らすから温室効果ガスを減らす

 

⑤⑤⑤⑤    公共交通の利用促進公共交通の利用促進公共交通の利用促進公共交通の利用促進    

    

 バス路線の整備、公共交通間の相互協力、自転車の活用などにより、環境に優しく市

民が利用しやすい公共交通を目指します

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路

線見直しの検討

○ 自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進

○ 鉄道駅のバリアフリー化推進

○ パークアンドライドや他公共交通との連携強化

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    
○ 公共交通

○ レンタルサイクル

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    

○ 公共交通利用促進協議会との連携による通勤時の公共交通利用の

促進

○ 安全で良質な輸送サービスの提供

○ 自転車や徒歩での通勤の推奨

 

○ 交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討

   →基本計画重点施策Ⅲ－

 

○ 自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進

   →基本計画重点施策Ⅲ－

 

○ 鉄道駅のバリアフリー化推進鉄道駅のバリアフリー化推進鉄道駅のバリアフリー化推進鉄道駅のバリアフリー化推進

   →基本計画重点施策Ⅲ－

 

○ パークアンドライドや他公共交通との連携強化パークアンドライドや他公共交通との連携強化パークアンドライドや他公共交通との連携強化パークアンドライドや他公共交通との連携強化

   →基本計画重点施策Ⅲ－３－③
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から温室効果ガスを減らすから温室効果ガスを減らすから温室効果ガスを減らすから温室効果ガスを減らす    

バス路線の整備、公共交通間の相互協力、自転車の活用などにより、環境に優しく市

民が利用しやすい公共交通を目指します。    

交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路

線見直しの検討 

自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進 

鉄道駅のバリアフリー化推進 

パークアンドライドや他公共交通との連携強化    

公共交通や徒歩を＜利用するライフスタイルへの転換

レンタルサイクルを含む自転車の積極的な活用    

公共交通利用促進協議会との連携による通勤時の公共交通利用の

促進 

安全で良質な輸送サービスの提供 

自転車や徒歩での通勤の推奨    

交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討

－３－②で実施（１０５ページ参照） 

自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備推進    

－３－④で実施（１０７ページ参照） 

鉄道駅のバリアフリー化推進鉄道駅のバリアフリー化推進鉄道駅のバリアフリー化推進鉄道駅のバリアフリー化推進    

－３－③で実施（１０６ページ参照） 

パークアンドライドや他公共交通との連携強化パークアンドライドや他公共交通との連携強化パークアンドライドや他公共交通との連携強化パークアンドライドや他公共交通との連携強化    

Ⅲ－３－③で実施（１０６ページ参照） 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

３自動車から温室効果ガスを減らす 

バス路線の整備、公共交通間の相互協力、自転車の活用などにより、環境に優しく市

 

交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路

 

や徒歩を＜利用するライフスタイルへの転換    

公共交通利用促進協議会との連携による通勤時の公共交通利用の

交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討交通空白地域の交通手段を確保するためこまき巡回バス事業の路線見直しの検討    



 

⑥⑥⑥⑥    エコドライブの推進エコドライブの推進エコドライブの推進エコドライブの推進    

    

 エコドライブ指導や低公害車の導入支援により、温室効果ガス排出量の少ない自動車

走行を目指します。    

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 低公害車の導入促進

○ 低公害車（

○ エコドライブ手法の普及啓発

○ 事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    

○ 低公害車への利用転換

○ アイドリングストップなどのエコドライブの実施

○ エコドライブ教習会への参加

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    

○ 社用車等への低公害車の導入

○ 従業員へのエコドライブ指導

○ ノーカーデーの定期的な実施

○ 社用車等の定期的な整備・点検の実施

○ 従業員向けの定期的なエコドライブ講習会の開催

 

○ 低公害車の導入促進低公害車の導入促進低公害車の導入促進低公害車の導入促進    

   →基本計画重点施策Ⅲ－３－

 

○ 低公害車（低公害車（低公害車（低公害車（CNGCNGCNGCNG車）導入助成金制度の普及啓発車）導入助成金制度の普及啓発車）導入助成金制度の普及啓発車）導入助成金制度の普及啓発

   →基本計画重点施策Ⅱ－

 

○ エコドライブ手法の普及啓発エコドライブ手法の普及啓発エコドライブ手法の普及啓発エコドライブ手法の普及啓発

   →基本計画重点施策Ⅲ－３－⑧

 

○ 事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催

   →基本計画重点施策Ⅲ－３－⑧
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エコドライブ指導や低公害車の導入支援により、温室効果ガス排出量の少ない自動車

低公害車の導入促進 

低公害車（CNG車）導入助成金制度の普及啓発 

エコドライブ手法の普及啓発 

事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催

低公害車への利用転換    

アイドリングストップなどのエコドライブの実施    

エコドライブ教習会への参加    

社用車等への低公害車の導入 

従業員へのエコドライブ指導 

ノーカーデーの定期的な実施 

社用車等の定期的な整備・点検の実施 

従業員向けの定期的なエコドライブ講習会の開催 

→基本計画重点施策Ⅲ－３－⑧で実施（１１２ページ参照） 

車）導入助成金制度の普及啓発車）導入助成金制度の普及啓発車）導入助成金制度の普及啓発車）導入助成金制度の普及啓発    

－８－③で実施（８７ページ参照） 

エコドライブ手法の普及啓発エコドライブ手法の普及啓発エコドライブ手法の普及啓発エコドライブ手法の普及啓発    

Ⅲ－３－⑧で実施（１１２ページ参照） 

事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催    

Ⅲ－３－⑧で実施（１１２ページ参照） 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

３自動車から温室効果ガスを減らす 

エコドライブ指導や低公害車の導入支援により、温室効果ガス排出量の少ない自動車

 

事業者との連携によるエコドライブ講習会等の開催 

    

 



 

4444    新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす

 

⑦⑦⑦⑦    新エネルギー導入推進新エネルギー導入推進新エネルギー導入推進新エネルギー導入推進    

    

 事業者や市民向けの太陽光発電設備等の導入支援だけでなく、市全体での新エネルギ

ー導入を促進します。    

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 公共施設への新エネルギー設備導入

○ 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情

報の提供

○ 新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    
○ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金等を活用した新エネルギ

ー設備の導入

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    
○ 経済産業省や

の導入

 

○ 公共施設への新エネルギー設備導入公共施設への新エネルギー設備導入公共施設への新エネルギー設備導入公共施設への新エネルギー設備導入

   →基本計画重点施策Ⅲ－１－⑤で実施（

 

○ 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供

   →基本計画重点施策Ⅲ－１－①で実施（

 

○ 新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    

広報、ＨＰ等で補助金情報の

提供を行う。 

（環境対策（環境対策（環境対策（環境対策課）課）課）課） 

・

高度利用システム設置費補助

金の情報を広報、ＨＰで提供し

ました。

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗

      －：何かの理由で全く取組まなかった
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新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす    

事業者や市民向けの太陽光発電設備等の導入支援だけでなく、市全体での新エネルギ

    

公共施設への新エネルギー設備導入 

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情

報の提供 

新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供

住宅用太陽光発電システム設置費補助金等を活用した新エネルギ

ー設備の導入    

経済産業省やNEDOの設備導入補助金を活用した新エネルギー設備

の導入 

公共施設への新エネルギー設備導入公共施設への新エネルギー設備導入公共施設への新エネルギー設備導入公共施設への新エネルギー設備導入    

→基本計画重点施策Ⅲ－１－⑤で実施（９４ページ参照） 

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供

→基本計画重点施策Ⅲ－１－①で実施（９０ページ参照） 

新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供    

平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点

・太陽光発電システム、太陽熱

高度利用システム設置費補助

金の情報を広報、ＨＰで提供し

ました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価

計画どおり実施し

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後もその他の補

助情報の提供方法の

進捗していきます。

○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

－：何かの理由で全く取組まなかった 

 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

４新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす 

事業者や市民向けの太陽光発電設備等の導入支援だけでなく、市全体での新エネルギ

 

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情

新エネルギー設備導入に関わる補助金等の情報の提供 

住宅用太陽光発電システム設置費補助金等を活用した新エネルギ

の設備導入補助金を活用した新エネルギー設備

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供住宅用太陽光発電システム設置費補助事業等の設備導入補助金情報の提供    

評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施しました。 

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後もその他の補

助情報の提供方法の工夫も含め

していきます。 
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＜今までの実績＞ 

平成２１年度 

・太陽光発電システム、太陽熱高度利用システム設置費補助金の

情報を広報、ＨＰ、地球温暖化対策地域協議会で提供 

平成２２年度 

・太陽光発電システム、太陽熱高度利用システム設置費補助金の

情報を広報、ＨＰ、地球温暖化対策地域協議会で提供 

平成２３年度 

・太陽光発電システム、太陽熱高度利用システム設置費補助金の

情報を広報、ＨＰ、地球温暖化対策地域協議会で提供 

    

  



 

⑧⑧⑧⑧    バイオマスの導入推進バイオマスの導入推進バイオマスの導入推進バイオマスの導入推進    

    

 生ごみのリサイクルや廃食用油のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）化などによるバイ

オマスの導入を推進します。

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実

○ 家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進

○ ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）

の利用

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    

○ 生ごみ処理機やコンポスト等を活用した生ごみのリサイクル推進

及び堆肥化

○ 廃食用油の分別回収への協力

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    

○ 生ごみの減量とリサイクルの推進

○ バイオディーゼルトラック等の導入促進

○ トラック等への廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料（ＢＤ

Ｆ）の活用

 

○ 家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実

   →基本計画重点施策Ⅲ－

 

○ 家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進

   →基本計画重点施策Ⅲ－２－⑤

 

○ ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用

   →基本計画重点施策Ⅲ－２－⑥で実施（
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生ごみのリサイクルや廃食用油のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）化などによるバイ

オマスの導入を推進します。    

家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実 

家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進 

ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）

の利用 

生ごみ処理機やコンポスト等を活用した生ごみのリサイクル推進

及び堆肥化    

廃食用油の分別回収への協力    

生ごみの減量とリサイクルの推進 

バイオディーゼルトラック等の導入促進 

トラック等への廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料（ＢＤ

Ｆ）の活用 

家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実家庭用生ごみ処理機の購入補助金の充実    

→基本計画重点施策Ⅲ－２－⑤で実施（１００ページ参照） 

家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進家庭向けコンポスト容器等の無償貸与促進    

Ⅲ－２－⑤で実施（１００ページ参照） 

ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用

→基本計画重点施策Ⅲ－２－⑥で実施（１０２ページ参照） 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

４新たなエネルギー源で温室効果ガスを減らす 

生ごみのリサイクルや廃食用油のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）化などによるバイ

 

ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）

生ごみ処理機やコンポスト等を活用した生ごみのリサイクル推進

トラック等への廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料（ＢＤ

ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用ごみ収集車等への廃食用油由来のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用    



 

5555    森を育てて温室効果ガスを減らす森を育てて温室効果ガスを減らす森を育てて温室効果ガスを減らす森を育てて温室効果ガスを減らす

 

⑨⑨⑨⑨    森と親しむ機会の創出森と親しむ機会の創出森と親しむ機会の創出森と親しむ機会の創出    

    

 兒（ちご）の森などの市内の森林や森林体験ボランティアなどの活動を活用して、学

校等での環境学習や企業のＣＳＲ活動を通じて森林に親しむ機会を増やします

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 自然環境学習会などの開催

○ 学校の環境教育の充実

○ 兒（ちご）の森の活用促進

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    
○ 森林体験ボランティア活動への参加

○ 森林ボランティア団体への活動支援

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    
○ 企業のＣＳＲ活動として植林や森林保全活動の実施

○ 森林保全団体等への活動支援

 

○ 自然環境学習会などの開催自然環境学習会などの開催自然環境学習会などの開催自然環境学習会などの開催

   →基本計画重点施策Ⅰ－

 

○ 学校の環境教育の充実学校の環境教育の充実学校の環境教育の充実学校の環境教育の充実    

   →基本計画重点施策Ⅰ－１－

 

○ 兒（ちご）の森の活用促進兒（ちご）の森の活用促進兒（ちご）の森の活用促進兒（ちご）の森の活用促進

   →基本計画重点施策Ⅰ－３－④で実施（
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森を育てて温室効果ガスを減らす森を育てて温室効果ガスを減らす森を育てて温室効果ガスを減らす森を育てて温室効果ガスを減らす    

の市内の森林や森林体験ボランティアなどの活動を活用して、学

校等での環境学習や企業のＣＳＲ活動を通じて森林に親しむ機会を増やします

自然環境学習会などの開催 

学校の環境教育の充実 

兒（ちご）の森の活用促進 

森林体験ボランティア活動への参加    

森林ボランティア団体への活動支援    

企業のＣＳＲ活動として植林や森林保全活動の実施

森林保全団体等への活動支援 

自然環境学習会などの開催自然環境学習会などの開催自然環境学習会などの開催自然環境学習会などの開催    

－２－③で実施（３５ページ参照） 

－１－②で実施（２７ページ参照） 

兒（ちご）の森の活用促進兒（ちご）の森の活用促進兒（ちご）の森の活用促進兒（ちご）の森の活用促進    

→基本計画重点施策Ⅰ－３－④で実施（４３ページ参照） 

地球温暖化対策地域推進計画 取組の実施状況 

５森を育てて温室効果ガスを減らす 

の市内の森林や森林体験ボランティアなどの活動を活用して、学

校等での環境学習や企業のＣＳＲ活動を通じて森林に親しむ機会を増やします。    

 

企業のＣＳＲ活動として植林や森林保全活動の実施 



 

    

1111    事業所のエネルギー効率を高める事業所のエネルギー効率を高める事業所のエネルギー効率を高める事業所のエネルギー効率を高める

 

ⅠⅠⅠⅠ    簡易版省エネルギー診断チェック表の整備・推進簡易版省エネルギー診断チェック表の整備・推進簡易版省エネルギー診断チェック表の整備・推進簡易版省エネルギー診断チェック表の整備・推進

    

 事業所の中でも、特に中小事業所に対し、自ら省エネルギー診断ができるツール「簡

易版省エネルギー診断チェック表

ギー効率を高めて、エネルギー消費を削減していきます

【目標】【目標】【目標】【目標】２０１０年（平成２２年度）までに制度の整備を行い、普及啓発を進めます。

    

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ こまき環境

進します。

○ アドバイザーを確保・育成します。

こまき環境こまき環境こまき環境こまき環境 ISOISOISOISO

ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

○ 市と共に制度の検討を行います。

○ 制度への協力を行います。

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    

○ 市と共に制度の検討を行います。

○ チェック表を用いて簡易版省エネルギー診断を実施します。

○ 簡易版省エネルギー診断後の省エネ改善を実行します。

 

○ こまき環境こまき環境こまき環境こまき環境ISOISOISOISOネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    

省エネ診断受診に向けた講習

会を実施します。 

（環境対策（環境対策（環境対策（環境対策課）課）課）課） 

・

内事業者を対象に

講習会を実施しました。

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗

      －：何かの理由で全く取組まなかった

 

  

７７７７        重点プロジェクトの実施重点プロジェクトの実施重点プロジェクトの実施重点プロジェクトの実施
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事業所のエネルギー効率を高める事業所のエネルギー効率を高める事業所のエネルギー効率を高める事業所のエネルギー効率を高める    

簡易版省エネルギー診断チェック表の整備・推進簡易版省エネルギー診断チェック表の整備・推進簡易版省エネルギー診断チェック表の整備・推進簡易版省エネルギー診断チェック表の整備・推進    

事業所の中でも、特に中小事業所に対し、自ら省エネルギー診断ができるツール「簡

省エネルギー診断チェック表」を整備・推進することで、事業所施設でのエネル

ギー効率を高めて、エネルギー消費を削減していきます。 

２０１０年（平成２２年度）までに制度の整備を行い、普及啓発を進めます。

こまき環境 ISO ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推

進します。 

アドバイザーを確保・育成します。 

市と共に制度の検討を行います。    

制度への協力を行います。    

市と共に制度の検討を行います。 

チェック表を用いて簡易版省エネルギー診断を実施します。

簡易版省エネルギー診断後の省エネ改善を実行します。

ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。

平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点

・小牧商工会議所と合同で、市

内事業者を対象に省エネ事例

講習会を実施しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価

計画どおり実施で

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後は、省エネセミ

ナーを広く開催し、省エネ診断

の受診につなげていきます

○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

－：何かの理由で全く取組まなかった 

 

重点プロジェクトの実施重点プロジェクトの実施重点プロジェクトの実施重点プロジェクトの実施状況状況状況状況 

地球温暖化対策地域推進計画 

重点プロジェクトの実施状況 

事業所の中でも、特に中小事業所に対し、自ら省エネルギー診断ができるツール「簡

を整備・推進することで、事業所施設でのエネル

２０１０年（平成２２年度）までに制度の整備を行い、普及啓発を進めます。 

ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推

チェック表を用いて簡易版省エネルギー診断を実施します。 

簡易版省エネルギー診断後の省エネ改善を実行します。    

ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。ネットワークや市内事業者と共に制度を整備・推進します。    

評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後は、省エネセミ

ナーを広く開催し、省エネ診断

の受診につなげていきます。 
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重点プロジェクトの実施状況 
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＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・先進地事例（北九州市）を調査・研究 

平成２２年度 

・㈶省エネルギーセンターの実施する無料省エネ診断を活用する

こととし、同センターの講師による「省エネルギーセミナー」を ISO

ネットワーク参加事業者と環境保全協定締結事業者を対象に実施 

平成２３年度 

・㈶省エネルギーセンターの実施する無料省エネ診断を活用する

こととし、同センターの講師による「省エネルギーセミナー」を ISO

ネットワーク参加事業者と環境保全協定締結事業者を対象に実施 

 

○ アドバイザーを確保・育成します。アドバイザーを確保・育成します。アドバイザーを確保・育成します。アドバイザーを確保・育成します。    

＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞＜取組の状況＞ 

立てた目標立てた目標立てた目標立てた目標((((平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度))))    平成２４平成２４平成２４平成２４年度実績年度実績年度実績年度実績    評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点評価及び改善点    

㈶省エネルギーセンターの診

断員をアドバイザーとして活

用します。 

（環境対策（環境対策（環境対策（環境対策課）課）課）課） 

・省エネ事例講習会の中で、㈶

省エネルギーセンターの診断

員による「省エネルギーセミナ

ー」を開催しました。 

実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価実績に対する評価        ○○○○    

計画どおり実施できました。 

改善点改善点改善点改善点    

概ね順調な実施状況となってい

るが、第二次小牧市環境基本計

画に基づき、今後は、省エネセミ

ナーを広く開催し、省エネ診断

の受診につなげていきます。 

※評価  ◎：目標以上に進捗 ○：概ね目標どおり進捗 △：目標に遠く及ばなかった 

      －：何かの理由で全く取組まなかった 

 

＜今までの実績＞ 

平成２１年度 ・こまき環境ＩＳＯネットワーク参加事業者に制度説明を実施 

平成２２年度 

・中立・公平な診断と企業間の情報保護を考慮し、市内事業所から

の確保・育成ではなく、㈶省エネルギーセンターの実施する無料

省エネ診断を活用することとした。 

平成２３年度 

・（財）省エネルギーセンターの診断員による「省エネルギーセミナ

ー」を開催。 

 

  



 

2222    新エネルギーへの転換を高める新エネルギーへの転換を高める新エネルギーへの転換を高める新エネルギーへの転換を高める

 

ⅡⅡⅡⅡ    太陽光・太陽熱利用の啓発・推進太陽光・太陽熱利用の啓発・推進太陽光・太陽熱利用の啓発・推進太陽光・太陽熱利用の啓発・推進

    

 小牧市では、住宅用太陽光発電システムを設置する補助制度を行っています。この制

度を広く普及・啓発することで、住宅のエネルギー効率を向上させ、日常生活でのエ

ネルギー消費に伴う温室効果ガスの排出量を削減していきます。

【目標】【目標】【目標】【目標】住宅用太陽光発電システム設置補助事業における

成３０年）までに４

    

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ 住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を

行います。

○ 広報やホームページで制度の普及啓発を行います。

○ 環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    

○ 本制度を利用して、太陽光発電システム・太陽熱利用システム設

置に努めます。

○ 制度への協力を行います。

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    
○ 店舗などとの併用住宅の場合、本制度を利用して、太陽光発電シ

ステム・太陽熱利用システム設置に努めます。

 

○ 住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。

   →基本計画重点施策Ⅲ－１－①で実施（

 

○ 広報やホームページで制度の普及啓発を行います。広報やホームページで制度の普及啓発を行います。広報やホームページで制度の普及啓発を行います。広報やホームページで制度の普及啓発を行います。

   →基本計画重点施策Ⅲ－１－①で実施（

 

○ 環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。

   →基本計画重点施策Ⅲ－１－①で実施（
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新エネルギーへの転換を高める新エネルギーへの転換を高める新エネルギーへの転換を高める新エネルギーへの転換を高める    

太陽光・太陽熱利用の啓発・推進太陽光・太陽熱利用の啓発・推進太陽光・太陽熱利用の啓発・推進太陽光・太陽熱利用の啓発・推進    

小牧市では、住宅用太陽光発電システムを設置する補助制度を行っています。この制

度を広く普及・啓発することで、住宅のエネルギー効率を向上させ、日常生活でのエ

ネルギー消費に伴う温室効果ガスの排出量を削減していきます。    

住宅用太陽光発電システム設置補助事業における年間総出力を、２０１８年（平

成３０年）までに４,０００ｋＷに増やします。 

住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を

行います。 

広報やホームページで制度の普及啓発を行います。

環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。

本制度を利用して、太陽光発電システム・太陽熱利用システム設

置に努めます。    

制度への協力を行います。    

店舗などとの併用住宅の場合、本制度を利用して、太陽光発電シ

ステム・太陽熱利用システム設置に努めます。 

住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。

→基本計画重点施策Ⅲ－１－①で実施（９０ページ参照） 

広報やホームページで制度の普及啓発を行います。広報やホームページで制度の普及啓発を行います。広報やホームページで制度の普及啓発を行います。広報やホームページで制度の普及啓発を行います。    

→基本計画重点施策Ⅲ－１－①で実施（９０ページ参照） 

環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。    

→基本計画重点施策Ⅲ－１－①で実施（９０ページ参照） 

 

地球温暖化対策地域推進計画 

重点プロジェクトの実施状況 

小牧市では、住宅用太陽光発電システムを設置する補助制度を行っています。この制

度を広く普及・啓発することで、住宅のエネルギー効率を向上させ、日常生活でのエ

年間総出力を、２０１８年（平

住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を

広報やホームページで制度の普及啓発を行います。 

環境フェアなどのイベントで普及啓発を行います。 

本制度を利用して、太陽光発電システム・太陽熱利用システム設

店舗などとの併用住宅の場合、本制度を利用して、太陽光発電シ

住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム設置への補助を行います。    



 

3333    省ＣＯ省ＣＯ省ＣＯ省ＣＯ
２２２２

のまちづくり風土を高めるのまちづくり風土を高めるのまちづくり風土を高めるのまちづくり風土を高める

 

ⅢⅢⅢⅢ    パークアンドライド・サイクルアンドライドの推進パークアンドライド・サイクルアンドライドの推進パークアンドライド・サイクルアンドライドの推進パークアンドライド・サイクルアンドライドの推進

    

 公共交通利用促進の一つの手法であるパークアンドライドとサイクルアンドライド

を推進し、個々の自動車の利用を低減し、自動車の燃料の消費に伴う温室効果ガス排

出量を削減していきます

【目標】【目標】【目標】【目標】名鉄小牧線市内各駅の年間乗降客数を２０１８年（平成３０年）までに１

０万人に増やします。

こまき巡回バスの年間利用者数を２０１８年（平成３０年）までに３６万人に

増やします。    

市の取組市の取組市の取組市の取組    

○ こまき巡回バスの路線を見直します。

○ 駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。

○ 自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。

市民の取組市民の取組市民の取組市民の取組    
○ パークアンドライドを実践します。

○ 自転車を積極的に活用します。

事業者の取組事業者の取組事業者の取組事業者の取組    ○ 公共交通や自転車での通勤を推奨します。

 

○ こまき巡回バスの路線を見直します。こまき巡回バスの路線を見直します。こまき巡回バスの路線を見直します。こまき巡回バスの路線を見直します。

   →基本計画重点施策Ⅲ－

 

○ 駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。

   →基本計画重点施策Ⅲ－３－③

 

○ 自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。

   →基本計画重点施策Ⅲ－３－④
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のまちづくり風土を高めるのまちづくり風土を高めるのまちづくり風土を高めるのまちづくり風土を高める    

パークアンドライド・サイクルアンドライドの推進パークアンドライド・サイクルアンドライドの推進パークアンドライド・サイクルアンドライドの推進パークアンドライド・サイクルアンドライドの推進    

公共交通利用促進の一つの手法であるパークアンドライドとサイクルアンドライド

を推進し、個々の自動車の利用を低減し、自動車の燃料の消費に伴う温室効果ガス排

出量を削減していきます。 

名鉄小牧線市内各駅の年間乗降客数を２０１８年（平成３０年）までに１

０万人に増やします。 

こまき巡回バスの年間利用者数を２０１８年（平成３０年）までに３６万人に

こまき巡回バスの路線を見直します。 

駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。 

自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。

パークアンドライドを実践します。    

自転車を積極的に活用します。    

公共交通や自転車での通勤を推奨します。 

こまき巡回バスの路線を見直します。こまき巡回バスの路線を見直します。こまき巡回バスの路線を見直します。こまき巡回バスの路線を見直します。    

→基本計画重点施策Ⅲ－３－②で実施（１０５ページ参照） 

駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。駅周辺駐車場利用啓発案内板を設置します。    

Ⅲ－３－③で実施（１０６ページ参照） 

自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。    

Ⅲ－３－④で実施（１０７ページ参照） 

地球温暖化対策地域推進計画 

重点プロジェクトの実施状況 

公共交通利用促進の一つの手法であるパークアンドライドとサイクルアンドライド

を推進し、個々の自動車の利用を低減し、自動車の燃料の消費に伴う温室効果ガス排

名鉄小牧線市内各駅の年間乗降客数を２０１８年（平成３０年）までに１,００

こまき巡回バスの年間利用者数を２０１８年（平成３０年）までに３６万人に

 

自転車の走行に配慮した道路や駐輪場の整備を検討します。 
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