
平成 29 年度 「網走市環境マネジメントシステム」取組結果について 

 

網走市では、「網走市環境マネジメントシステム」を制定・運用し、環境推進活動を実施し

ています。 

本システムは、「網走市環境マネジメントシステム」運用マニュアルに定める適用組織、施

設、人的範囲を対象として、事務事業に伴う環境の向上及び環境への負荷を継続的に提言す

るものです。 

 

 ★ エネルギー使用量について  
 

環境マネジメントシステムの取組項目を、電気使用量、暖房燃料使用量（重油・灯油）、液

化石油ガス（LPG）、車両燃料使用量（ガソリン・軽油）、水道使用量、一般廃棄物排出量、

プリンター用紙使用枚数とし、毎年、それぞれ削減目標を設定しています。 
 
 

 ★ 電力使用量について  
 

平成 27 年度（平成 29 年度の削減目標）と比して、113,710kWh 減少（相対比率として 6.74%

減少）し、目標を「達成」した 

※ 目標を達成できた要因としては、平成 28 年 12 月に 1 施設を閉鎖したことが主な要因

と考えられる 

項 目 

年度等 
電力使用量 

平成 20 年度 1,856,532kWh 

平成 21 年度 1,875,505kWh 

平成 22 年度 1,887,349kWh 

平成 23 年度 1,896,108kWh 

平成 24 年度 1,806,140kWh 

平成 25 年度 1,775,126kWh 

平成 26 年度 1,720,120kWh 

平成 27 年度 1,687,538kWh 

平成 28 年度 1,670,036kWh 

平成 29 年度 1,573,828kWh 

平成 27 年度との比較 △113,710kWh 

増  減（相対比率） △6.74% 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ★ 暖房燃料（重油・灯油）使用量について  
 

平成 26 年度（平成 29 年度の削減目標）と比して、39,150L 減少 （相対比率として、11.50%

減少）し、目標を「達成」した 

※ 目標を達成できた要因としては、平成 28 年 12 月に 1 施設を閉鎖したことが主な要因

と考えられる 

項 目 

年度等 

暖房燃料使用量 

（重油・灯油） 

平成 20 年度 357,007L 

平成 21 年度 373,766L 

平成 22 年度 351,355L 

平成 23 年度 374,900L 

平成 24 年度 350,711L 

平成 25 年度 357,636L 

平成 26 年度 340,402L 

平成 27 年度 365,154L 

平成 28 年度 347,494L 

平成 29 年度 301,252L 

平成 26 年度との比較 △39,150L 

増  減（相対比率） △11.50% 

 

 



 

 ★ 液化石油ガス（LPG）使用量について  
 

平成 26 年度（平成 29 年度の削減目標）と比して、466m3減少（相対比率として、87.76%

減少）し、目標を「達成」した 

※ 目標を達成できた要因としては、平成 28 年 12 月に 1 施設を閉鎖したことが主な要因

と考えられる 

項 目 

年度等 

液化石油ガス 

（LPG）使用量 

平成 20 年度 1,304m3 

平成 21 年度 1,178m3 

平成 22 年度 1,126m3 

平成 23 年度 953m3 

平成 24 年度 779m3 

平成 25 年度 551m3 

平成 26 年度 531m3 

平成 27 年度 548m3 

平成 28 年度 431m3 

平成 29 年度 65 m3 

平成 26 年度との比較 △466m3 

増  減（相対比率） △87.76% 

 



 

 ★ 車両燃料（ガソリン・軽油）使用量について  
 

平成 27 年度（平成 29 年度の削減目標）と比して、2,042L 減少（相対比率として、4.10%

減少）し、目標を「達成」した 

※ 目標を達成できた要因としては、車両の効率的、経済的な利用に努めた結果と考えられ

る 

項 目 

年度等 

車両燃料使用量 

（ガソリン・軽油） 

平成 20 年度 51,445L 

平成 21 年度 52,728L 

平成 22 年度 53,548L 

平成 23 年度 53,588L 

平成 24 年度 55,305L 

平成 25 年度 51,745L 

平成 26 年度 51,461L 

平成 27 年度 49,751L 

平成 28 年度 49,431L 

平成 29 年度 47,709L 

平成 27 年度との比較 △2,042L 

増  減（相対比率） △4.10% 

 



 

 ★ 水道使用量について  
 

平成 26 年度（平成 29 年度の削減目標）と比して、123m3増加（相対比率として、0.86%

増加）し、目標は「未達成」であった 

※ 目標は未達成であったが、平成 28 年度より減少した要因としては、平成 28 年 12 月に

1 施設を閉鎖したことが主な要因と考えられる 

項 目 

年度等 
水道使用量 

平成 20 年度 18,482m3 

平成 21 年度 18,634m3 

平成 22 年度 17,823m3 

平成 23 年度 17,231m3 

平成 24 年度 16,023m3 

平成 25 年度 14,641m3 

平成 26 年度  14,228m3 

平成 27 年度 17,992m3 

平成 28 年度 17,160m3 

平成 29 年度 14,351m3 

平成 26 年度との比較 123m3 

増  減（相対比率） 0.86% 

 



 

 ★ 一般廃棄物排出量について  
 

平成 25 年度（平成 29 年度の削減目標）と比して、5,593L 減少（相対比率として、6.9%

増加）し、目標を「達成」した 

※ 目標を達成できた要因としては、平成 28 年 12 月に 1 施設を閉鎖したことやごみの分

別方法が変更し資源化しやすいシステムになったことが主な要因と考えられる 

項 目 

年度等 

一般廃棄物 

排 出 量 

平成 20 年度 274,284L 

平成 21 年度 248,859L 

平成 22 年度 279,331L 

平成 23 年度 232,510L 

平成 24 年度 193,143L 

平成 25 年度 182,710L 

平成 26 年度 187,290L 

平成 27 年度 209,241L 

平成 28 年度 195,300L 

平成 29 年度 177,117L 

平成 25 年度との比較 △5,593L 

増  減（相対比率） △3.06% 

 

  



 

★ プリンター用紙使用枚数について  
 

平成 23 年度（平成 29 年度の削減目標）と比して、747,668 枚（A4 換算）増加（相対比率

として、62.14%増加）し、目標を「未達成」であった 

※、平成 30 年度は目標を達成できるよう、裏紙利用によるプリンター用紙の使用量抑制を

図るなど、紙使用量の削減に一層努める 

項 目 

 

年度等 

プリンター用紙 

使 用 枚 数 

（ A  4 換 算 ） 

平成 20 年度 1,167,872 枚 

平成 21 年度 1,238,133 枚 

平成 22 年度 1,297,099 枚 

平成 23 年度 1,203,171 枚 

平成 24 年度 1,415,497 枚 

平成 25 年度 1,527,930 枚 

平成 26 年度 1,603,424 枚 

平成 27 年度 1,988,199 枚 

平成 28 年度 1,898,267 枚 

平成 29 年度 1,950,839 枚 

平成 23 年度との比較 747,668 枚 

増  減（相対比率） 62.14% 

 

 

 ★ 通勤車両の自粛について  

通勤車両自粛の年間目標を 15 日に設定し、目標値を達成した人の割合が対象者の 7 割以

上の場合、「達成」としています。 

【 結 果 】 対象部門 35 部門のうち、22 部門が達成していますが、達成割合は全体の約

6 割に留まっている 

 

 

 

 

 

 

 


