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④
省エネルギー意
識啓発・導入の
推進

小学４年生対象の省エネチェックブックの配布
や環境講座の開催等により、環境に対する意
識啓発を図った。また、埼玉県主催のエコライ
フDAYの取組に協力し、市民への周知啓発を
行った。

実行計画に省エネに配慮したライ
フスタイルの推進をＣＯ2削減の基
本施策として掲げ、省エネ行動や
省エネ機器導入によるＣＯ2削減効
果や環境家計簿も掲載しており、
国や県も同様な啓発活動を行って
いることからも連携と継続性を保
つことが重要である。

地球温暖化対策の啓発（重複）

0 4,000 ○ A A0 2,988 3,698 0 3,698 4,000

③
新エネルギーの
導入の推進

太陽光発電システム設置補助事業は、年度途
中で予算額に達する状況であった。また、新た
な補助事業として住宅用省エネルギー機器等
に対し補助を開始した。

太陽光発電システム設置補助事
業は申請者が多く、予算が不足す
る状況ではあるが、システム普及
に伴い、国・県においては補助を
終了しており、今後補助制度のあ
り方を検討していく必要がある。

新エネルギー等導入の推進 環境課 このまま継続 2,988

B18 165 0 165 ○ B改善して継続 108 0 108 18 0

②
地球温暖化対策
の啓発

地球温暖化対策への理解を広めるため、小学
４年生を対象とした省エネチェクブックの配布を
行うなど、環境学習・環境教育の充実を図っ
た。

地球温暖化対策に関する意識啓
発については、広域的な課題であ
るため、市はもとより県・国の取組
が重要であることから、県・国との
連携を密にし、その上で地域に密
着した施策を検討していく必要が
ある。

地球温暖化対策の啓発 環境課

- - -環境課 －

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

1次
評価

2次
評価

①
地球温暖化対策
地域推進計画の
策定・実行

和光市域から排出される温室効果ガスの排出
抑制に向け、市の現状と地域の特性を踏まえ、
市民・事業者・市等の各主体が各々の役割に
応じた取組を総合的かつ計画的に推進していく
ことを目的に平成24年3月に「和光市地球温暖
化対策実行計画(区域施策編)」を策定した。こ
の計画に基づき、温暖化対策の各施策を推進
している。

市域全体から排出されるCO2排出
量の把握は難解であり、県が算出
した推計値を用いているため、市
の取組の効果がその推計値には
表れにくく、計画の進行管理と効
果の検証が課題となっている。

人件費以外予算を伴わない取組

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

事務事業
評価結果

事業費 今後の方向性

活動の成果・進捗状況
未達成事項・

解決していない課題

24年度決算額（千円） 25年度決算額（千円） 26年度予算額（千円） 構成事
業の妥
当性

優先度

Ａ　目標をほぼ達成する　Ｂ　目標をやや下回る
Ｃ　目標を下回る　　　　   Ｄ　目標を大幅に下回る

B

太陽光発電買取契約件数は、着実に達成目標に推移しており、普及促進が図られていることが伺える。環境講座等の参加者
数は、その内容により、ある程度の変動はやむをえない状況である。温室効果ガス排出量は、公共機関としての率先行動の結
果として示される指標であると同時に第３次計画目標達成に向けた課題を再認識させるものである。　※指標「温室効果ガス
排出量」の平成２４年度、２７年度及び３２年度の目標値については、第三次実行計画（事務事業編）（計画期間：H24～28年
度）を策定したことにより、上記のとおり変更する。

３．施策の取組内容の達成度（定性的評価）

取組
番号

取組内容

取組内容の評価

事務事業名 課所名 備考

施策指標の達成度に関する評価 理由課題
（計画

策定時）

市民や事業者の地球温暖化対策に対する意識を向上させることが必要です。また、新エネルギー導入や省エネルギー
型機械の普及が進んでいません。さらに、本市の事業活動に伴う温室効果ガス排出量が増えています。

実績値
⑤

目標値

実績値

11,838

補
足
指
標

④
目標値

11,675 11,555 11,435 10,833
96.6

実績値 11,322 10,795 10,713 11,480
③ 温室効果ガス排出量 ｔ－CO2

目標値 10,675 11,959

130 150
57.7

実績値 110 110 38 90 75

110 100 110 90

現状
（計画

策定時）

　地球温暖化に対する市民意識は、和光市地球温暖化対策地域懇談会が実施したアンケート結果からみると、約９割もの方が関心がある状態となって
います。また、事業者についても、温暖化防止講座などを通じ、認識は高まりつつありますが、その取組みについては費用等の問題があり、環境経営の
認証登録件数も伸びていません。
　太陽光発電などの新エネルギーに関しては、平成１８年２月策定の地域新エネルギービジョンに基づき、太陽光発電システム補助制度を導入していま
す。
　また、平成１９年度に策定した第二次地球温暖化防止実行計画において、平成２３年度までに本市の事業活動に伴う温室効果ガス排出量を平成１７年
度排出量を基準として１０％以上削減することを目標とし、取り組んできました。平成２１年度には、一般廃棄物の中のプラスティック焼却量が減ったた
め、清掃センターからの温室効果ガス排出量が削減され、平成１７年度と比較すると５．６％減となっています。

② 環境講座などの参加者数 人
目標値

104.7
実績値 127 249 441 501 665

297 500 600 620 635 1,270

平成27年度目標値
に対する進捗率（％）

目的
地球温暖化対策として、本市全域の温室効果ガスを削減し、地球温暖化の防止を行い、環境負荷の少ないまちにしま
す。

計
画
に
基
づ
く

施
策
指
標

① 太陽光発電買取契約件数 件
目標値

H23 H24 H25 H26 H27 H32

１．施策の概要 ２．施策指標の達成度（定量的評価）

対象 市民、市民団体、事業者、市職員 指標名 単位 年度 H21 H22

所管課 環境課 関係課 総務課

施　策　評　価　表
施策番号 Ⅳ ⅴ 55 重点プラン 1　安全で暮らしやすい 施策名 地球温暖化対策の推進
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- - 所管課 環境課 関係課 総務課

施　策　評　価　表
施策番号 Ⅳ ⅴ 55 重点プラン 1　安全で暮らしやすい 施策名 地球温暖化対策の推進

→

７．今後の施策の方向性（次年度行政経営方針）
サービス水準 コスト コメント

現状 方向性 方向性 市が取り組むエコオフィス活動をチェックするため、市民参加型のマネジメントシステムを開始す
る。B →

各種啓発事業については、近隣市と比較し、啓発手段や方法等も同様であることから、ほぼ同等なサ-ビ
ス水準を維持しているが、新エネルギ－の導入については、省エネルギー機器や太陽光発電の補助制
度の金額や要件等に差異がある。

現状 方向性 方向性

B → →

A

６．今後の施策の方向性【2次評価（行政評価委員会）】
当市のサービス水準 理由（近隣他市との比較）

2次
評価

地球温暖化の防止という目標に対する市の取組には限界がある。今後の方向性として
は、現状において推進している各種の計画・取組を着実に実行していく事が必要であ
る。

サービス水準 コスト

　Ａ　高い
　Ｂ　普通
　Ｃ　低い

B

総合評価 理由（施策全体の進捗状況・解決していない課題など）

1次
評価

平成23年度に策定した実行計画（区域施策編）を基に地球温暖化対策を推進し、公共施設の温暖化防止計画（事務
事業編）も業務部門の一事業者としての責務と公共機関としての率先行動の一面も有しており、包括されているの
で、２つの計画（区域施策編と事務事業編）の連携を図りながら進めていくことが重要である。なお、国のCO2削減に
ついての方針が未確定の部分があるため、今後その動向を注視しながら、施策を推進していく必要がある。

対象者の方向性
（増減）（％）

基本目標に
対する貢献度

　Ａ　順調に進んでいる
　Ｂ　ほぼ順調に進んでいる
　Ｃ　あまり順調に進んでいない
　Ｄ　順調に進んでいない

B

施策評価の指標は、取組内容である新エネルギ－の導入、地球温暖化対策の啓発、省エネルギ－意識
啓発及びエコオフィス化の推進の達成度を示す判断材料の一つで、そこから判断するとほぼ順調に推移
しているものと考える。ただ、地球温暖化対策という全世界的な課題を、市という地域の課題として、どう
認識してどう取り組むかについては、これからの施策推進への大きな課題であると考えている。

110

４．これまでの取組に関する施策全体の総合評価 ５．今後の施策の方向性(施策の推進に向けた今後の施策の展開や事業の見直し等)【1次評価(所管課)】

B10,078 2,020 0 2,020 ○ B地球温暖化防止対策 総務課 改善して継続 1,113 0 1,113 10,078 0

⑤
エコオフィス化の
推進

エコオフィス推進委員の活動により、委員以外
の職員にもエコオフィスに関する取組を啓発す
ることができ、全職員で取り組むことができた。
また、市有施設（保育園２園）に簡易型ミスト
シャワーを設置し、水道水を霧状に噴射するこ
とで周囲の気温を下げ、施設の冷房稼動を減
らし、温室効果ガスの低減を図った。

　「第三次和光市地球温暖化防止
実行計画(地球温暖化対策実行計
画　事務事業編）」において、新エ
ネルギーについて「行政で率先し
て導入し、情報提供・意識啓発を
することの必要性」を位置付けてい
る。
しかしながら市財政が厳しいため、
既に導入している６か所の市有施
設の他、今後新たに設置する予定
はない状況となっている。平成２６
年度に、発電事業者が市有施設
の屋根に太陽光発電パネルを設
置して発電を行う「屋根貸し事業」
の運用を始めるので、それをＰＲし
ていく必要がある。

省エネルギー化推進 総務課 H27
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