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表紙に掲載しているデザインは、和光市エコオフィス
推進委員会で作成した啓発用ポスターです。



あ い さ つ

和光市エコオフィス推進委員会

環境問題への取り組みは、今や世界的な流れとなり、

当市においても「和光市環境基本条例」「和光市環境基

本計画」「和光市地域新エネルギービジョン」等を策定し、

環境問題に積極的に取り組んできました。また、市役所

では、平成13年度から5年間にわたって取り組んだ

ISO14001の認証にともなう活動で培ったノウハウを活か

し、「和光市地球温暖化防止実行計画」を自主的に策

定・推進することにより環境負荷の低い「エコオフィス」

の実現を目指して、主体的かつ積極的に取り組んでい

ます。

和光市長

平成23年3月

和光市エコオフィス推進委員会は、和光市地球温暖化防止実行計画等に基づき、市

役所のエコ化と職員の意識啓発を目指して設置された委員会です。実務レベルの職員

が各部局から集まり、市役所の活動や施設を分析し、執務室のこまめな温度調節の仕

組みづくり、照明の管理、ＰＣ機器の省エネモードの設定、ごみダイエット・レジ袋の削

減、水かけまつり、自転車市役所の推進など、具体的かつきめ細かな環境負荷低減策

を毎年実施してきました。その提言は、23年度においても新たに公共施設(公設公営保

育園)への積極的な壁面緑化の推進が予算化されるなど、ほぼ全面的に採用され、和

光市役所独自の施策として環境負荷の低減に貢献しております。

本報告書は、自主的なエコオフィス活動として再出発した平成19年度からの市役所

のエコ化の経緯をまとめたものであり、今後、さらなる環境対応を推進するための土台

となるものです。

東日本大震災の影響により、さらなる節電が求められるなど、市役所の環境対応の

前提条件は激変していますが、今後もさらなるエコ化を推進してまいりますので、市民

の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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和光市の環境マネジメント

和光市エコオフィス推進委員会

和光市では、平成13年3月にISO14001の認証を取得するとともに、「第一次和光市地球温暖化防
止実行計画」を5年計画で策定し、市の全職員を挙げて地球温暖化防止を推進してきました。
また、この間に「和光市環境基本条例」の制定や「和光市環境基本計画」「和光市地域新エネル

ギービジョン」等を策定し、環境先進自治体として環境問題に取り組んできました。

現在は、常に地球環境に配慮した自治体であり続けるため、5年間のISO活動等で培ったノウハウ
を生かした独自の環境マネジメントシステムを推進するとともに、平成19年4月に策定した「第二次
和光市地球温暖化防止実行計画～和光エコスタイルでいこう!」に基づき、温室効果ガスのさらなる
排出削減に努めています。

温室効果ガス排出量の推移

平成17年度
平成18年度 平成19年度 平成20年度

平成21年度

（基準年度） 【基準年度比】

11,995 11,525 11,738 12,441 11,322【94.4％】

市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量の削減目標

項目 基準値
目標値

（平成２２年度末）

温室効果ガス
総排出量

11,995 ｔ-CO２ 10％以上削減

備考
第二次和光市地球温暖化防止
実行計画の基準年度である平成
１７年度の実績値

本庁舎及び出先機関から排出される温室効
果ガスを対象としている。

（単位：ｔ-ＣＯ２）
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エコオフィス推進委員会の取り組み

和光市エコオフィス推進委員会

和光市地球温暖化防止実行計画等に基づき、市の事務事業において環境
に配慮した取組みを推進するとともに、エコオフィスに係る職員の意識の
向上を図るため、和光市エコオフィス推進委員会を設置しています。

エコオフィス推進委員会は、市の職員に採用されて２年目、
３年目の職員で構成され、市の事務事業における省エネル
ギー、省資源等の取組みの推進及びその点検や地球温暖化
防止その他環境問題への対応に関する調査及び研究を行っ
ています。

平成１９年度の活動

平成２０年度の活動

平成２１年度の活動

平成２２年度の活動

天気に対応した照明スイッチの配置図を作成し、電気使用量の削減。

わかりやすく見やすい「紙リサイクル分別表」等を作成し、ごみの分別を徹底。

市庁舎へ壁面緑化を導入するための調査研究。

気軽にできるエコ活動！「水かけまつり」（打ち水）の実施。

エコドライブのポイントを写真つきでわかりやすく解説したマニュアルを作成し、
エコドライブを推進。

エコに関する職員の疑問に答える、エコオフィスQ＆Aコーナーの開設、アンケートの
実施。

企業も巻き込んでエコ活動！弁当配達時のレジ袋をエコバック化。

照明のスイッチ対応表を作成し、残業時の照明管理と不要な電気の間引きを実施。

２週間を１サイクルとして、「２UP３DOWNキャンベーン」（エレベーターを使わずに

階段の利用を促す）など、８つのエコキャンペーンを実施。

温度計をポスターと一緒に設置し、エコオフィスのPR活動。

今までの活動を振り返り、今後一層エコオフィスを推進するため、本PR誌の発行。
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小まめな調節エコオフィス
～ 空調の温度調節による節約・節電効果 ～

空調のしくみについて知ろう

市役所庁舎内の空調のしくみについて把握し、職員の空調に関する意
識を高めるため、今後どう取り組んでいけばいいのか、また、中央監視
室（施設内の温度等の監視及び制御を行う部屋）での取組みなどを確認
しながら調査を行いました。

・庁内にある空調のしくみを調査
中央監視室で働いている方に協力を得て、
庁舎のエネルギー使用量、空調に関連す

る機器（下図参照）、及び現在実施され
ている具体的な省エネ対策などを調査し
ました。

・過去３年分（平成19年～21年度）の電気、
ガス等の使用量や金額等の資料を分析し
た結果、使用量が減少傾向であったこと
が判明しました。

※空調使用量は外気温や湿度の変化によっ
て異なりますが、特に平成22年度は猛暑
が続いたため、昨年を上回るペースと
なっています。

活動効果

・電気及びガス使用量(庁舎内)は平成20年度
に比べて平成21年度の方が下回りました。
（電気は照明等も含む。内約30%は空調が占める）

下回った理由として平成21年度より中央監
視室にて常に各部屋の温度や湿度をリアル
タイムで確認し、こまめに遠隔操作（温度
調整)を実施していた事によるものです。

電気使用量 34,711kwh 減
(CO2排出量 13,329kg)※東京電力係数にて換算

ガス使用量 2,361 ㎥ 減
(CO2排出量 5,407kg)※東京ガス係数にて換算

上記CO2排出量(計18,736kg)により換算
すると直径約26mの風船が膨らみます。
もしくは杉の木のCO2吸収量約1,300本分に
相当します。

・冷暖房の稼働する時期と稼働しない時期
（5月･10月など）では現在は1ヵ月で約80
～100万円の差がありますが、年々と差が
縮まってきています。

今後に向けて

空調に関して職員が取り組んで出来ること
を実施し、さらに節約に心掛けます。

①クールビズ及びウォームビスに取り組み
ます。

②ファンコイルユニット｢強､中､弱､切」を
状況に応じてこまめに調節します。

③“退庁する５分前に切ろう”残りの空気
で賄います。

④ブラインドの有効活用します。
（退庁時にブラインドを下げるetc）

⑤冬場は羽織るものを利用します。
（もう一枚多く羽織るetc）

※空調機器等は設置箇所や個人差がありま
すので業務上支障のない範囲での節電を
心掛けます。

冷温水発生機
都市ガスを燃やし、冬は温水、
夏は冷水を作る装置

冷却塔（夏季のみ）
再循環用に冷却水の
熱を放散させる装置

or

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ
(2階より上)

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ
(1階のみ天井)

空調機
このタンクを通り
執務室へ

[Ｂ１Ｆ] [屋上]

[各フロア機械室]

給気口

排気口

室内の汚れた
空気を吸って
外へ排出

外

◆省エネ・環境負荷低減への取組み◆

※林野庁/環境省の杉の木の吸収量にて換算

熱効率を高めるた
め一部がフィル
ターを通して執務
室へ

空気の流れ

冷温水の流れ

冷却水の流れ

[執務室]

和光市エコオフィス推進委員会
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消費電力削減は身近なところから！
～ 庁舎内照明管理・パソコンの省エネモード設定 ～

和光市エコオフィス推進委員会

◆省エネ・環境負荷低減への取組み◆

平成２１年度から、市役所庁舎で使用する消費電力の削減を目的とし
て、庁舎内各階において、お昼休みは必要最小限の照明のみ使用し、そ
の他の照明を消灯するなど、照明管理に取り組んできました。
また、庁舎内にある約500台のパソコンについても、消費電力を削減する
ように設定を行っています。

パソコン画面を省エネモードに！ 活動の効果

取組み時のエピソード

今後に向けて

お昼休みには消灯！

○お昼休みに執務室を１時間消灯すると・・・
1日で 約320ｋｗｈ削減！！

二酸化炭素排出量で換算すると・・・
約123ｋｇ-CO2 （杉の木CO2吸収量約8本分）削減
※東京電力2009年CO2排出係数（0.384t-CO2/kWh）

にて算出

※大きく成長した杉の木は年平均約14kgのCO2を吸収

するとされています（林野庁/環境省より）

○パソコンを省エネモードにすると・・・
1時間の会議で席を外す時、省エネモードに
することで、通常40ｗ消費する電力が、僅か
1～2ｗの消費で済みます。
※参照：HP「エコモチ」(FAQのﾊﾟｿｺﾝ省エネ編)より

従って、CO2削減量は、0.015kgです。

電気スイッチの対応表を作成し、スイッ
チ横に掲示して、天候や時間帯に応じて使
用する照明を必要最小限にするなど、きめ
細やかな照明管理を行っています。

お昼休みの１２：００～１３：００にお
いては各課業務に支障のない範囲で照明を
消しています。

お昼休みの消灯は徹底できています。ま
た、パソコン画面の省エネモードについて
も、外出時の電源オフを浸透させることで、
今後も節電に対して周知徹底していきます。

パソコンを20分使用しない場合、自動で
省エネモードになるよう、パソコンを設定
し、パソコンの消費電力の管理を行ってい
ます。

電気スイッチ対応表

（ジャンクションマップ）

お昼休みの

消灯の様子

庁舎１階は市民の方が多く来庁されるた
め、常時電気がついています。電気スイッ
チの対応表は１階職員の節電意識向上に貢
献し、お昼休み時間外においても、業務に
支障のない場所は１日中電気をつけないよ
うになりました。
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◆ごみの分別・リサイクルへの取組み◆

ごみダイエット
～ リサイクルの向上を目指して ～

リサイクル推進活動 活動の効果

① 「分別表」に則った分別廃棄がされる
ことで、ごみのリサイクルルートが確立さ
れました。

② 個人の判断で燃えるごみとしていたも
のが、リサイクルされるようになり、結果、
ゴミの発生が抑制されました。

③ ごみの分別により職場環境が改善さ
れ、きれいな職場づくりにもつながってい
ます。

取り組み時のエピソード

取り組む前は、燃えるごみにプラスチッ
クごみが混入するなど、ごみの分別が徹
底されていませんでした。また、紙の分別
に関しても職員に周知されていませんで
した。
当時、他の市町村でも同様の活動で成

果を挙げており、和光市としても分別を徹
底し、ごみ減量につなげたいと考えました。

今後に向けて・課題

分別徹底の活動をするなかで、分別
のために手間が増えてしまうという意見
がありました。作成したポスターの掲示
場所を見直し、目に付きやすい場所に
貼ることで、分別方法についての周知を
徹底させたいと思います。

庁内から排出されるごみの減量化を目標に、リサイクル推進対策として「ごみ
分別図」及び「紙リサイクル分別表」を作成しました。分別図を活用することで、
職員に対する分別方法のわかりやすい周知、リサイクルに対する意識の向上、
さらには、リサイクル率の向上はごみの減量に繋がり、現在も分別徹底に向け
た活動を実施しております。

分別ポスター 紙リサイクル分別表

１．ごみの分別状況調査
各職場の分別状況を知るため、「紙の分別

に関する調査」や「分別実施状況の調査」を
行いました。

２．分別表作成
上記の調査により、分別の徹底がなされて

いないことが確認されたため、ポスターや
分別図を作成し職員への周知を行いました。

①紙リサイクル分別表
紙の分別をわかりやすく職員に周知するた

めの分別方法を示すポスター。
②ごみのリサイクルルートを整理

リサイクルルートを各職員が理解すること
で、ごみの分別に対する意識向上につながり
ます。

③分別図
燃やすごみ、燃やさないごみ、プラスチッ

クごみ、その他といった分類方法についての
ポスター。
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◆環境負荷低減への取組み◆

平成２１年１０月に導入した「自転車マップ」は、環境負荷の低減のため、自
動車の使用を控えることと、可能な範囲で職員の自転車を利用した移動の啓
発を目的として作成したものです。自転車マップの活用により、自動車から排
出されるCO2の削減が期待できます。

自転車マップの作成 活動の効果

取り組み時のエピソード

今後に向けて

１．自転車マップの作成

平成２０年度のエコオフィス推進委員会
で、市内の移動所要時間を計測する活動を
行いました。そのときの結果を踏まえて、
市庁舎から自転車を積極的に利用する範囲
を示した自転車マップを作成しました。

２．自転車市役所の開始

平成２１年１０月より、職員が自由に使
える自転車の貸し出しを開始しました。自
転車市役所を推進することで、市民目線で
まちの問題点を発見する事や、自動車の利
用削減による環境負荷の軽減が期待できま
す。

和光市自転車マップ

ガソリンを１Ｌ燃焼させると、牛乳パック約
１，１８１本分ものＣＯ２が発生します。

現在、和光市では４５台の庁用車を所有し
ています。これらの車のガソリンを月に１Ｌ節
約できると、１年間で５４０Ｌのガソリンを削減
できることになり、牛乳パックに換算すると、
６３万８千本分のＣＯ２削減効果が期待でき
ます。

月に１Ｌという数値は、燃費１５Ｋｍ/Ｌの庁
用車だと、月に３～４回程車を利用せず、自
転車を利用することで実現できます。

平成２１年度の和光市のガソリン使用量は、
２７，５０５Ｌです。ガソリン使用量削減に伴う、
石油資源の節約効果も期待できます。

自転車の利用をより一層推進していきます。
職員一人一人が環境への配慮を考え、自転車
使用によるＣＯ２削減に貢献していきます。
業務上やむを得ず自動車を使用する場合に

おいても、ＣＯ２排出量を考えたエコドライブを
実践していきます。

自転車マップの運用が始まり、開始前より
もさらに自転車に対する関心が高まってい
ます。

意識的に自転車を利用する職員も増えて
いて、貸出用自転車もほぼ毎日利用されて
いる状況です。

和光市自転車マップ
～ クリーンエネルギーでＣＯ２削減を目指す！！ ～
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◇実施日時 ： ２００８年９月３日（水）１２：３０～
◇実施場所 ： 市役所市民広場
◇参加職員数 ： ５３名（昼休みでのボランティア参加）

水かけまつり
～打ち水を行い、職員のエコに対する意識の向上を図る！～

和光市エコオフィス推進委員会

◆エコ意識啓発への取組み◆

職員のエコ意識向上を図るという目標のもと、気軽に楽しく参加できるイベン
ト型のエコ活動を検討しました。打ち水であれば、誰でも参加しやすく、わかり
やすいということで「水かけまつり」と題し和光市役所で実施しました。

活動の成果

⇒気温の変化
３８．４℃→３７．６℃ （－０．８℃）
非常に暑い時間帯に行ったにも関わらず気温が
約1度下がりました。

⇒職員のエコ意識の変化
以下のグラフは、同年に職員に対して行ったエコ

オフィスに関するアンケートの中の「エコオフィス推
進委員会の活動の中で知っているものはあります
か？」という項目の回答結果です。
その中で水かけまつりは、圧倒的多数の２７７票
（回答数の約５０％）を得ました。
また同アンケートの中で『エコ意識が向上し、エコ

になることを始めている』や「今後も是非継続してほ
しい」といった回答が複数あり、職員のエコ意識向
上に効果があったことが分かりました。

今後に向けて

アンケートから職員のエコ意識向上のために参加
型のイベントが有効であることがわかりました。今
後実施する場合は、気温を下げる効果がより得ら
れるよう時間帯や場所を工夫したいと思います。
また、楽しく参加できるイベントであるため、職員

だけにとどまらず、市民の方々にもたくさん参加し
ていただけるように検討していきたいと考えていま
す。
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水かけまつり概要

水かけまつりの準備

当日は、職員だけで
はなく、市役所に来て
いた市民の皆様も参
加していただき、予想
を超える盛況となりま
した。

１.実施場所及び時間帯の検討

庁舎内でのエコな活動を行うというエコオフィス
の性質を考慮した結果、市役所市民広場での実
施となりました。
実施時間は、より多くの職員にＰＲしたかったた

め、職員の集まりやすい昼休みに設定しました。

庁内で右記のよ
うなポスターを掲
示したり、職員が
パソコン上で閲覧
できる掲示板にて
イベントのＰＲ・告
知を行いました。

２.イベントのＰＲ
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◆省資源への取組み◆

これまで市役所では、お弁当配達のために毎日６０枚近くのレジ袋が使用さ
れていました。“レジ袋の消費を抑えることで少しでも地球環境を保護できるな
ら”こんな思いから身近にできる取組として、お弁当配達時におけるエコバッグ
の使用を検討しました。今ではすっかり毎日の習慣として定着しており、“エコ
バッグから始まるエコ活動”に努めています。

エコバッグ普及推進活動 活動の効果

取り組み時のエピソード

今後に向けて

『レジ袋？ 結構です （´▽｀）/』
～ エコバッグでレジ袋削減 ～

市では現在「マイバッグ持参推進員」によ
って、レジ袋利用を控える運動を地域で行っ
ています。また、あるスーパーでは自主的な
活動として、レジ袋辞退率の実績
を計算・発表する活動をしています。
活発なエコバッグ利用促進のため、皆様の

ご協力をお願いします。

お弁当屋さんのコメント♪
お店によって袋の色分けがされているので、

はっきりします。なんと言っても軽い素材で持ち
運びが楽で、また、収納がしやすいので大変
使いやすいです。

当時のエコオフィス推進委員のコメント♪
毎日継続して行えることなので、大変よい活

動であると思います。また、Ｂ社では、エコバッ
グの使用を機に、割り箸から再利用できるプラ
スチック製のお箸に変わりました。
このように、エコへの意識が広がっていって

欲しいです。

１．活動内容は・・・
庁舎内に出入りしているお弁当屋さんの中で

も、特にレジ袋の使用頻度の高い２社の協力
により、お弁当を入れるレジ袋の代わりにエコ
バッグを使用して配達してもらうことにしました。

▲ Ａ社の配達方法 ▲ Ｂ社の配達方法

２．配達後は・・・
庁舎内に設置してある回収ボックスに返却、

翌日お弁当屋さんが回収していきます。

▲ Ａ社の回収ボックス ▲ Ｂ社の回収ボックス

① 二酸化炭素(CO２)排出量削減
庁内で1日60枚のレジ袋を控えると、
1日約2.793gのCO２を削減できます。

② レジ袋の利用を控えてエコバッグを利用
する習慣が職員間で身につきました。

レジ袋1袋を生産・焼却するのに、CO２が
約46.55ｇ発生すると言われています（※）。

※（社）プラスチック処理促進協会より

豆知識
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自然の恵み♪緑のカーテン
～ 壁面緑化推進 ～

和光市エコオフィス推進委員会

現在、地球温暖化が世界的に深刻な問題となっており、特にヒートアイランド
現象による都市部への影響は著しいものです。そこで、ヒートアイランド現象の
緩和を図るため、当推進委員会の平成19年度の活動では、われわれが身近
にできる取り組みとして、建物の壁面を緑化する「緑のカーテン」について検討
しました。

庁舎内屋上緑化、壁面緑化の
アプローチ

和光市実施についての検討結果

今後に向けて

１．屋上緑化の検討

庁舎４階のふきぬけ部分を緑化できないか検討
しました。

２．壁面緑化の検討

４階のふきぬけ部分の緑化については、施設の構
造上、不向きなことが判明しました。
また、検討していく中で、他自治体の事例等から、

壁面緑化を実施するには以下のような課題や問題
点があることがわかりました。実施検討に際して、まずは、壁面緑化（緑のカーテ

ン）の期待できる効果について検証しました。
【ヒートアイランド対策】
植物を増やすことで、蒸散作用により壁面温度の

上昇を抑制します。
実際に壁面緑化のあるなしで、日中の壁面の表面

温度に約10℃の差が生じている実験結果がありま
す。（※東京都壁面緑化調査より）
【心理的効果】
清涼感や安らぎ感を与え、快適性を高めます。

【省エネルギー効果】
空調の使用量減少による省エネルギー効果が図

れます。
【意識啓発】
職員及び市民に対して、エコに対する意識啓発が

図れます。
【その他】
建物に当たる日射や紫外線を弱めることで、コンク

リート本体の耐久性が高まります。

壁面緑化（緑のカーテン）に期待できる効果は

緑化推進に寄与するだけでなく、地球温暖化
や持続可能性といった様々な環境問題への
対策としても展開が期待出来ます。また、最近

では家庭で出来る身近な緑化として、急速な
関心の高まりと広がりを見せています。
今回の検討結果を踏まえ、壁面緑化の期待

できる効果や問題点を理解した上で、広く市民
の方々に啓発し、市全体で気運を高め推進
する必要があると考えています。

職員の手作りで壁面緑化ができないか検討
しました。

♪目的

緑化を通した、職員のエコに対する意識啓発

①専門的技術や知識
⇒大規模な緑のカーテンを設置するためには、職
員（素人）の手作りでは限界がある。
②予算
⇒設置費用や、その後の維持管理(肥料や水やり
等)に対しての費用が継続的にかかる。
③維持管理
⇒設置後の継続的な維持管理を誰が行うのか。
維持管理に関しても知識が必要。また、夏場の虫
や冬場の茎の変色、ゴミの増加等についても対策
が必要。

★課題や問題点★

◆緑化の取組み◆

次に、和光市で屋上緑化及び壁面緑化が実施でき
ないか、検討してみました。

目的と期待できる効果

上記の理由から、現在導入には至っていません。
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- 編 集 後 記 -

和光市エコオフィス推進委員会

つい数週間前に発生した東日本大震災。この日を境に、世の中はすっかり変わ
ってしまいました。計画停電により、建物内の蛍光灯は間引きされ、電車は運行本
数が減少、小売店は時間を短縮しての営業となっています。夜の街から灯りが消
えました。最初は、普段と違う環境に違和感がありましたが、慣れてしまえば不自
由なことはなく、いかに無駄な電力で溢れていたか反省させられます。
今から、夏の電力不足が心配されていますが、当市としても、エコオフィス推進委

員会の活動を見直し、夏に向けた本格的な節電対策をとる必要に迫られていると
感じているところです。

「和光市エコオフィス推進委員会の取り組み」をお読みいただき誠に有難うござい
ます。今回の発行にあたっては、エコオフィスについて、主に先輩方が過去に取り
組んできたことの総集編を掲載しております。
委員会メンバーがより多くの情報を得、読みやすく、また分かりやすい冊子の作

成を意識して取り組んだ結果、皆様がより節電・節約・節水などの取り組みや意識
改革することで環境負荷の低減などにつながれば幸いです。
また東日本大震災の影響で「節電」という言葉をよく耳にするようになりました。

この冊子にも節電に関する内容がありますので、今後役立つことを願っています。

この「和光市エコオフィス推進委員会の取り組み」は、エコオフィス推進委員会のメ
ンバー、事務局、先輩方や本委員会を支えてくれている方々など、多くの方の協力
があって完成しました。
私は本冊子を作るにあたり、これまでの素晴らしい活動を埋もれたままにせず、こ

れからの活動に繋げていくための糧となるように、という思いを持って作成に携わり
ました。今回の作成に携わった者の「思い」が、一つでも読んでくださった方の心に
届き、また、新たな「思い」が生まれてくることを願っています。

エコオフィス推進委員会 副委員長

エコオフィス推進委員会 委員長

エコオフィス推進委員会 副委員長
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