平成30年 度 目的、日標及び実施計画兼進行管理表の総括表 (当 初設定 )
部署名

総合政策部

市民生活部

環境部

目採 (そ の1)

総務課

裏紙 利用の徹底

碑各課

不要 時の消 灯・裏 紙使用 の徹底

広報戦略際

不要時の消灯・裏紙使用の徹底

職員課

OA機 器等の 業務 外電源 OFF

人権課

不要なOA機 器の電源をオフにする

契約監理課

OA機 器等 の 崇務外 電源 を切る

用地管財漂

ペーバーレス化・裏紙利用 の促 進

情報統計課

昼休 み等の照 明の 消灯

危機管理課

OA機 器等の業務外電源を切る

政策企画課

FF

行政経営改革課

裏紙の利用を徹底する

地域交通際

裏紙 の利用 を徹底 する、業務外 の電 気使 用量を削減 する

財政課

コピー 用紙使 用量 の削減

課税繰

OA機 器等の 業務外 電源 OFF

収税課

用紙 頬使用 量を削減 する

基地政策課

不要な照明の消灯 等による師電 の徹底

市民協働推進課

両面 印刷 の敏 感
凛紙 の利用 、製本 印刷 。

くらし安心・安全課

不用時の OA機 器 をこまめに切 り、襄紙使 用を促進

中山間地域振興課

来使用 時の パ ソコン消灯を徹底する

文化振興課

OA機 器 等の業務 外電源 OFF

スポーツ推進課

及び再生紙 の利用 を徹底する
製本 印刷 、両面印昂け

市民課

用紙 の両面使 用

柱島出張所

裏紙 の利用 、製本 印刷・両面 印刷の徹底

岩国出張所

冷蝦 房時に使用するエネルギー使用量 削減

平田出張所

冷暖 房時に使用するエネルギー使用量 削減

装港出張所

冷暖房 時に使 用するエネルギー使用量 削減

川下出張所

省 エネルギーの推進と環境 に配慮 した取 り組み の推進

愛宕出張所

プラスチック製ごみ分 別の徹底

漑出張所

冷暖 房時に使用するエネルギー使用 量削減

小瀬出張所

資源 の活用 (裏 紙利用・冷 ,農 房 のこまめな調 整・エコドライプ
上記 の 日常 点検 )

藤河出張所

冷暖房時 に使 用するエネルギ ー 使 用量削減

御庄出張所

冷暖 房時に使 用するエネルギー 使用量 削減

北河内出張所

冷媛 房時に使用するエネルギー使用量 削減

南河内出張所

凛紙利用の徹底

師木野出張所

冷暖房 の使用を控 え、使用時 には推奨温 度を守る

通津出張所

省 エネの実施 (無 駄 な電気使 用量の削減 )

環境保全課

製本 印刷・両面印刷 の活用

環境事業際

OA機 器 学の 業務外 電源 OFF

環境施設際

昼休 み等の照 明の消灯

院却施設建設事務所

OA機 器等の業務外 電源 OFF

社会際

公用 車におけるエコドライプの活用

高齢者支援課

裏紙の利用を徹底する

高齢者支援際 静風国

両面印刷及び裏紙 の利用を徹底する

目標(そ の2)
製本 印刷・画 面印刷 の徹 底

目標 (そ の3)

目標 (そ の4)

目標 (そ の6)

目裸 (そ の6)

目標 (そ の7)

空閉使用時の エネルギー使用 量の削減

の徹 底及 び、OA機 器 等の業務外 電源 O
製本 印刷 、両 面印属Ⅲ

ごみ の分別の 傲底

昼休み 等の 照明の消灯及び OA機 器の電源 OFF

冷 ,風 房時に使 用するエネルギー 使 用量削減

公用車におけるエコドライプの活 用

冷暖房時に使用するエネルギー使用量 削減

製本 印刷・両面 印刷の徹底

公用車におけるエコドライプの活 用

理本 印昂l,両 面印刷の徹底

冷暖房時に使 用するエネルギー使用 量肖け
滅

OA機 器等の業務外電源 OFF

昼休み等の照 明の消灯

公用車 におけるエコドライプの活用

プラスチック製ごみ分別の徹 底

紙の再 資源化

公用車におけるエコドライプの活用

ごみの分別徹 底

公用車 におけるエコドライプの活 用

OA機 器等の 業務外電源 OFF

賞与撤服の再生 PET樹 脂 等を使用 した製品の 購 入

盛休み等の照 明の消灯

不 要時の 冷暖房及び未使用時の OA機 器の電源 OFF

公用車におけるエコドライプの活用

プラスチツク製ごみ分別の徹底

目標 (そ の2)

目裸 (そ の 1)

部署名
障害者支援課

ごみ の分別及び紙分 別の徹 底

障害者支援燦 太陽の稼

OA機 器等の 業務 外電源 を切る

こども支援際

公用革におけるエコドライプの活用

こども支援課 かわしも保育口

節■・ごみの構 小化と冷 ,猥 房の適 正化

こども支援際 ひがし保育口

ごみ の分別の徹底 及び郎 電

こども支援際 くろいそ保育口

節電・ごみ の構 小化

こども支援課 えきまえ保青園

再利用
節電・ごみ の縮 小化 。

こども支援腺 ちどり保育園

節電・節水

こども支援課

ごみ の排出量の 削減・節 E・ 再 利用

1よ

んごう保育四

こども支援課 わかば保育国

用紙 の節約 及び節 電 に取組む

こども支援課 そお保育口

節電・ごみ の構 小化 、冷暖房の適 正化

こども支援課 よねがわ保育国

冷暖 房時 に使 用するエネルギー使 用量を削減・エコの徹 底

こども支援課 ながの保育口

業務 外ほ源 等の OFF

こども支援課 みかわ保育四

ごみ の分別の徹 底 節 ほ及び冷暖房 の適 正化

こども支援課 さかうえ保青口

師電・ごみの縮小化

こども支援際 こども館

冷暖房時 に使 用するエネルギー使用量 削減

こども支援課 わかば児童館

冷暖房時 に使用するエネルギー使 用量削減

目様 (そ の3)

目標 (そ の4)

目標 (そ の 5)

目標 (そ の6)

日標 (そ の7)

昼休み 等の照 明消灯・OA機 器等 の業 務外電
源OFF

裏紙利用の促造

こども支援際 しゆうとう児童館 冷 房時 に使用するエネルギー使 用量削減
'猥

健康推進課

冷暖房時に使用するエネルギー使用量削減

保険年金繰

OA機 器等の 業務 外電源 OFF

両面印刷 や 、襄面の利用を徹 底する

介護保険課

公用車の エコドライプ

昼休み等の 照明の消灯

地域医療課

再利用可能紙 の重 点的再利用

齢中央病院

′―マイカーの推進

美和病院

巨紙 の利用を徹底する

プラスチックごみの 分別の徹 底

凛紙 の利用の促進

市 房時に便用するエネルキー便用鼠Rl灌
'農
E口 ゐ 雲 薩

EC命 憂 7鰻

肉 お お

r′ ヽ聖

薩 磐 理 ヽ

OA機 器等の 業務外電源 OFF

昼休み 等の照明の消灯

プラスチック製ごみ分別の倣慮

エアコンの電気使用量を削減する

OA機 器 等の業務 外電漂 OFF

昼1休 み等の照明の消灯

̀む

産業振興部

都市建設部

商工振興課

エネルギ ーに対する意陰 の 向上 (昼 休み や長時間離席 中の電
源OFF、 エコオフイス機造 員 による上記の 案施調査 、朝礼等て
の腺 員 へ の周知 )

観光振興課

コピー用紙 、燃率導貴の削減

錦帯構漂

不要なOA機 器等の電源をOFFに する

生産流通課

片面使用済用紙の裏面の利用を推進する

農林振興際

喪紙 の利用を徹底する

水産洛湾際

DA機 器等の集務外電源 OFF

公用車におけるエヨドライプの活用

都市計画際

巨紙 の利用 、両面 印刷 を徹 底する

OA機 器の 業務外電源 OFF

公用車におけるエコドライプの活用

プラスチック製ごみ 分別の徹底

公口みどり課

公用 車におけるエコドライプの推進

拠点整備推進課

照明のこまめなON・ OFF:こ 勢める

中心市街地整備課

DA機 器の電源オフ及び消灯の徹底

建築指導課

医紙 の利用を徹底する

製本 印刷 、両面 印刷を徹底する

公用革におけるエコドライプの活用

プラスチック製ごみ分別 の徹 底

遺路際

冷暖 房時に使 用するエネルギー 使 用量を削減する

河川際

裏紙 の利用を徹底する

建築住 宅課

プラスチック製ごみ分別の徹底

公用車におけるエコドライプの活用

OA機 器の素務 外電源 OFF

裏紙利用 、製本 印月J、 両面 印刷 を徹 慮する

下水道際

プラスチツク製ごみの分別の機慮

都市排水施設際

OA機 器の業務外電源OFF、 クールピズ

由宇地域振興保

光熱水員 、燃料貴 、用紙類の使 用量を削減する

印刷用紙 の両面 印刷を徹底する

公用車 におけるエコドライプの推進

ごみ分別の徹底

部署名

玖珂総合支所

周東総合支所

目標 (そ の1)

由宇市民福祉課

コピー 用紙使 用量 を削減 する (裏 紙 利用 の促進 )

由字展林建設課

不要時の消 灯・裏紙 利用 の促 進

玖珂地域振興際

OA機 器 の 来務 外電 源 OFF

玖珂市民福祉課

紙使 用量の削減 、電 気使 用 量の 削減

玖珂農林建設課

冷暖 房時 に使 用するエネルギー使 用量を削減 。
昼休 み の照 明
の消灯

同東地域振興課

昼休み 時照 明の 消灯 、エアコン使用 の省エネ化の周 知徹底

阿東市民福祉課

み 分 別の 徹底

美和総合支所

出納室

公用革 におけるエコドライプの活用

目標 (そ の4)

OA機 器等の業務外 電源 OFF

̲｀

周東農林建設課

襄紙 の利用を徹 底する

齢地域振興課

冷暖 房 、照 明及 び車 両に使 用す る電 気 、燃料使用 量の 削減

錦市民福祉課

昼休 み等の 照明の消 灯

齢農林建設課

公用 準におけるエコドライプの活 用

錦美川支所

昼休み時の消灯及び機器等の業務外電源OFF、 冷暖房時に
使用するエネルギー使用量を削減

美和地域振興課

終案後の OA機 器 電漂オフの徹底

共和市民福祉際

プラスチック製 ごみ 分別の 徹底

美和農林建設課

裏紙利用の徹底

共和本郷支所

喪紙の使用や包装紙、ポスターなどの再利用と両面印刷の活
昼休みの照 明機器 の消灯や不在 時の OA機 器の電源 OFF
用

出納室

冷暖房時に使 用するエネルギー使用 量を削減する

教育政策課

エネルギー及び資源 の使 用量 削減

学校教育課

エネルギー及び資源 の使 用 量削減

卜瀬小学校
学校教育課 ′

小瀬っ子みんなて、エコについて考えよう〜節水・節電など、て
きることから始めよう〜

学校教育課 御庄小学校

限りある資源を大切に使おうとする態度を身につけよう。

学校教育課 藤河小学校

心 身ともに健康 で、たくましい突践 力のある藤河つ子の育成

学校教 育課 杭名小学校

資源 や身の周 りの物 や 自然 を大 切にする

学校教育課 河 内小学校

みんなて協 力して美しい 自然 や環境を守ろう

学校教育課 桂野小学校

節木野発信 !地 球環境を守 ろう

学校教育課 通浄小学校

資源を大切にしようとする意 後を高め 、電 気や水の節水 に努
めるとともに、リサイクル活 動 へ の推進を図る (も つたいない運
動)

学校教育課 岩国小学校

限りある資源を大切に使 い、環境 にやさしい生活をしよう

学校教育際 麻里布小学校

岩国でゴミゼロ1番 をめざそう!節 水・節■に心がけよう

学校教育課 装港小学校

みんなでエコして、地球にやさしく

小挙校

学校教育課

目標 (そ の3)

｀ O囲 で 、
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周東環境衛生課

齢総合支所

目標 (そ の2)

冷暖房時に使用によリガスの使用量を削減す
公用車におけるエコドライプの実施
る

紙の分別の徹 底

!

!

みんなで協 力して環境を大切 にしよう

'II下

学校教育課 愛宕小学校

地球の環境をみ んなて守ろう

学校教育繰 注 小学校

みんなて協 力して実践 しよう エコライフ

学校教育課 中洋小学校

み んなて協 力して、地球を守 ろう

学校教育際 平田小学校

「平 田小エコ作戦の推進 」
地球の照境を守ろう

学機教育課 東小学校

大人も子どももてきることから始め、できることを少しずつ増や
していこう

学校教育課 由宇小学校

みんなで協 力して、地球を守ろう

学校教育課 由西小学校

身の 回りでてきるエコをしよう

学校教育課 神東小学校

みんなで協 力して環境 を守ろう

学校教育課 玖珂小学校

資源や身の回りの物を大切にしよう

学校教育課 本郷小学校

本郷の 自然と資源を大切にしよう

!

!

!

!

!

3

目標 (そ の6)

日標 (そ の6)

目標 (そ の 7)

部署名

目標 (そ の 1)

学校教育課 そお小学校

みんなて協 力して、地 球 を守ろう

学校教育際 高森小学校

みんなで協力して、地球を守ろう

学校教育課

,II上

小学校

目標 (そ の 2)

!

!

みどりの地球 をまもる

学校教育際 米川小学校

みんなで守ろう、地 球の 命

学校教育際 修成小学校

みんなて協 力して、美しい学校 にしよう

学校教育課 周北小学校

用紙 の購 入 量を減 らして、地球を守ろう

学校教育際 齢清流小学校

一人ひとりがエコを心 が けて、地球 を守 ろう

学校教育漂 宇佐川小学校

小さな活動から行動して、緑や地球を守ろう

学校教育課 美川小学校

みんなて協 力して、地球 を守ろう

学校教育課 美和東小学校

資源 や身のまわ りの物 、自然 を大 切にする

学校教育課 美和西小学校

身近な環境や自然とのかかわりについて考え、よりよい頌境を
つくる

学校教育課 岩□西中学校

学校教 育 へ の期 待及 び時 代の要 B再 に応 える教 育を進める

学被教育課 通津中学校

むだをなくそう、美 しい通 津 中にしよう

学校教育課 岩国中学校

腱理整頓を心がけ 資源 を大 切にし、身の回 りのもの や 自然
を大切にする

学校教育課 平田中学校

Lct's Try平 中 エコロジー 〜未 来に残す我らの地球 〜

学校教育課 麻里布中学校

生徒及び教磯員が協力し、次代が求める環境 に配慮 した教育
を進める

学校教育繰

水や電気を大 切に使 います

,II下

中学校

!

:

!

学校教育課 激 中学校

みんなて協 力して、地球 環境 を守 ろう

学校教育際 東中学校

エコを意識した行動に努めよう

学校教育課 由宇中学校

節電 、節水 を心が け、地 球 に侵 しい学校 づくり

学校教育諫 玖珂中学校

Let's stop:!環 境 破壊

学校教育課 本郷中学校
学校教育際 周東中学校

!

みんなて協 力して地球 を守ろう
「美しさ日本 一 Jの 取組 を通 して、自分 にてきるエコ活 動をしよ
つ

学校教育腺 錦中学校

ごみの分別回収への協力、節電、節水て地球環境を守ろう

学校教育際 美和中学校

みんなで協 力して、地球環 境を守ろう

青少年課

節ほと節水 、省資源 化意瞼 の 向上と案畿

科学センター

プラスチック製ごみ分別 の徹底

生涯学習課

虚気の使用量を削減 する。用紙 の使用量を削減 する

生涯学習際 中央公民館

冷暖 房時に使 用するエネルギー使用量を削減する

文化財保護繰

可燃・プラスチックごみ 分別の徹底

岩国徴古館

可燃・プラスチックごみ分別の徹底

中央図書館

電気使用量の 削減

教委由宇支所

コピー 用紙 、光 熱水 受 、燃料 貴の削減

教委玖珂支所

光水熟貴、燃料 貴、用紙類 の使 用量を削減 する

教委周東支所

目標 (そ の3)

み の分別の徹 底

昼休み等の照明の消灯及 びOA機 器 の電源 OFF

教委錦支所
教委美和支所

館内の不必 要な照明 、電源 の OFF

離会事務局

臓会事務局

両面コピーの 徹底

監査委員事務局

監査委員事務局

両面印刷 、両面 コビー 及 び裏紙 利用 の徹底 に努める

農来委員会事務局

農業委員会事務局

OA機 器等の業務 外電源 OFF

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局

プラスチック製ごみ の分別徹 底 、両面印刷 及び裏紙使用の利
用促進

水造局

水道局

昼休み等の照 明の消 灯

ごみ の分別の 徹 底

裏紙 の利用を徹 底する

空嗣機の使用を極 力抑える
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目標 (そ の4)

目標 (そ の5)

目標 (そ の6)

目標(そ の7)

