
平成 28年度西尾市節電･エネルギー対策実行計画 

 平成 28年 5月 30日 

 

西尾市節電・エネルギー対策実行計画を、事業体である市役所が率先して対策を進めるとと

もに、周知・啓発により市民の節電意識を高め、省エネルギー・新エネルギー生活への転換を

促進し、市民と協働で推進します。 

 

 西尾市節電・エネルギー対策実施本部 

 本部長 市長 

 副本部長 副市長、教育長 

 本部員（17名） 各部長、会計管理者、監査委員事務局長 

 

 施策の大綱 

 節電対策（主な対策） 

1. 市役所、公共施設の空調を適切な温度に設定（冷房 28℃） 

2. スーパークールビズの前倒し実施（5月 1日から） 

3. ノー残業デーの実施 

4. 市役所、公共施設の看板等照明の一部消灯 

5. 昼休みに事務室の一部消灯 

6. 公共施設における「みどりのカーテン」の実施 

7. オフィス機器等の適切な電源管理 など 

 

 エネルギー対策（主な対策） 

1. 太陽光発電装置の設置 

2. 市有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業の実施 

3. 住宅太陽光発電設置費補助金の継続 

4. エコカー（燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッドカー）補助金の

継続 など 

 

 取り組み内容 

別紙１のとおり 

 

 節電目標 

 

※ 対象施設は参考資料１の９４施設 

 

平成２８年度の節電目標 

対象施設全体で電気使用量 ７.０％ 削減（対平成 24年度比） 



取り組み項目 

 節電対策 

1. 市役所、公共施設の空調を適切な温度に設定（冷房 28℃） 

2. スーパークールビズの前倒し実施（5月 1日から） 

3. ノー残業デーの実施 

4. 市役所、公共施設、観光案内看板等の照明一部消灯 

5. 昼休みに事務室の一部消灯 

6. エレベーター利用ではなく、健康促進を兼ねた自主的な階段利用への呼びかけ 

7. 施設の電気使用量をまとめ節電の見える化（対前年同月実績などと比較し使用量のチェック

を強化） 

8. 公共施設における「みどりのカーテン」の実施 

9. オフィス機器の省電力化機能の積極的利用 

10. 電力使用ピ－ク時にバッテリ駆動できる事務用パソコンの 100％導入の維持 

11. オフィス機器、電気機器の一部利用停止 

12. トイレの便座保温機及び温水の運転停止 

13. トイレのハンドドライヤの利用停止 

14. 扇風機、よしずの有効活用 

15. 張り紙、掲示板等による職員への節電の周知徹底 

16. 市民への節電の呼びかけ（市民協働ガイドなど） 

17. 窓のフィルム貼り付けによる温度調節 

18. ＬＥＤ電球の積極的活用 

19. 契約アンペアの再確認 

20. デマンドコントローラの導入 

21. 節電リ－ダ－やエコアクションスタッフによる各部署での節電状況の確認、指導 

22. 保育園等の園庭芝生化の実施 

23. 「みどりのカーテン」の作り方講座、コンテストの実施 

24. 図書館利用者へ団扇の利用促進 

 

 エネルギー対策 

1. 太陽光発電装置の設置 

2. 市有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業の実施 

3. 住宅太陽光発電設置費補助金の継続 

4. エコカー（燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッドカー）補助金の継続 

5. 公用車等の省エネ運転 

6. 公用車に電気自動車をはじめとする低公害車を導入 

※上記以外にも、各施設において新たな取り組みを積極的に導入し、当該取り組みについて、

全庁的に情報共有を図ってまいります。 

別紙１ 



NO 所管課名 施設名 契約種別

1 総務課 西尾市役所 高圧業務用電力　FRプランB

2 一色支所 西尾市役所一色支所 高圧業務用電力　FRプランA

3 吉良支所 西尾市役所吉良支所 高圧業務用電力　FRプランA

4 幡豆支所 西尾市役所幡豆支所 高圧業務用電力　FRプランA

5 健康課 西尾市保健センター 高圧業務用電力　FRプランA

6 健康課 健康課吉良分室 高圧業務用電力　FRプランA

7 健康課 西尾市一色健康センター 高圧業務用電力　FRプランA

8 看護専門学校 看護専門学校 高圧業務用電力　FRプランA

9 子ども課 鶴城幼稚園 高圧業務用電力　FRプランA

10 子ども課 平坂幼稚園 高圧業務用電力　FRプランA

11 子ども課 八ツ面保育園 高圧業務用電力　FRプランA

12 子ども課 白浜保育園 高圧業務用電力　FRプランA

13 子ども課 室場保育園 高圧業務用電力　FRプランA

14 地域支援協働課 にしお市民活動センター 高圧業務用電力　FRプランA

15 水道管理課 西尾市水道庁舎 高圧業務用電力　FRプランB

16 教育庶務課 西尾小学校 高圧業務用電力　FRプランA

17 教育庶務課 花ノ木小学校 高圧業務用電力　FRプランA

18 教育庶務課 八ツ面小学校 高圧業務用電力　FRプランA

19 教育庶務課 鶴城小学校 高圧業務用電力　FRプランA

20 教育庶務課 西野町小学校 高圧業務用電力　FRプランA

21 教育庶務課 米津小学校 高圧業務用電力　FRプランA

22 教育庶務課 中畑小学校 高圧業務用電力　FRプランA

23 教育庶務課 平坂小学校 高圧業務用電力　FRプランA

24 教育庶務課 矢田小学校 高圧業務用電力　FRプランA

25 教育庶務課 寺津小学校 高圧業務用電力　FRプランA

26 教育庶務課 福地南部小学校 高圧業務用電力　FRプランA

27 教育庶務課 福地北部小学校 高圧業務用電力　FRプランA

28 教育庶務課 室場小学校 高圧業務用電力　FRプランA

29 教育庶務課 三和小学校 高圧業務用電力　FRプランA

30 教育庶務課 一色中部小学校 高圧業務用電力　FRプランA

31 教育庶務課 一色東部小学校 高圧業務用電力　FRプランA

施設・契約一覧（高圧受電施設） 参考資料（高圧） 
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NO 所管課名 施設名 契約種別

32 教育庶務課 一色西部小学校 高圧業務用電力　FRプランA

33 教育庶務課 一色南部小学校 高圧業務用電力　FRプランA

34 教育庶務課 横須賀小学校 高圧業務用電力　FRプランA

35 教育庶務課 津平小学校 高圧業務用電力　FRプランA

36 教育庶務課 荻原小学校 高圧業務用電力　FRプランA

37 教育庶務課 吉田小学校 高圧業務用電力　FRプランA

38 教育庶務課 白浜小学校 高圧業務用電力　FRプランA

39 教育庶務課 幡豆小学校 高圧業務用電力　FRプランA

40 教育庶務課 東幡豆小学校 高圧業務用電力　FRプランA

41 教育庶務課 西尾中学校 高圧業務用電力　FRプランA

42 教育庶務課 鶴城中学校 高圧業務用電力　FRプランA

43 教育庶務課 平坂中学校 高圧業務用電力　FRプランA

44 教育庶務課 寺津中学校 高圧業務用電力　FRプランA

45 教育庶務課 福地中学校 高圧業務用電力　FRプランA

46 教育庶務課 東部中学校 高圧業務用電力　FRプランA

47 教育庶務課 吉良中学校 高圧業務用電力　FRプランA

48 教育庶務課 幡豆中学校 高圧業務用電力　FRプランB

49 教育庶務課 一色中学校 高圧業務用電力　FRプランB

50 文化振興課 西尾市岩瀬文庫 高圧業務用電力　FRプランA

51 図書館 図書館 高圧業務用電力　FRプランA

52 図書館 一色学びの館 高圧業務用電力　FRプランA

53 図書館 幡豆図書館 高圧業務用電力　FRプランA

54 消防本部総務課 西尾市消防庁舎 高圧業務用電力　FRプランC

55 消防本部総務課 消防一色分署 高圧業務用電力　FRプランA
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NO 施設 所管課名 施設名 契約種別

1 子育て支援課 一色児童センター 低圧電力

2 子育て支援課 一色児童センター 従量電灯C

3 子育て支援課 しらはま児童クラブ 低圧電力

4 子育て支援課 しらはま児童クラブ 従量電灯C

5 子育て支援課 中央児童館 低圧電力

6 子育て支援課 中央児童館 従量電灯C

7 子ども課 西野町保育園 低圧電力

8 子ども課 西野町保育園 従量電灯C

9 子ども課 花ノ木保育園 低圧電力

10 子ども課 花ノ木保育園 従量電灯C

11 子ども課 寺津保育園 低圧電力

12 子ども課 寺津保育園 従量電灯C

13 子ども課 米津保育園 低圧電力

14 子ども課 米津保育園 従量電灯C

15 子ども課 福地南部保育園 低圧電力

16 子ども課 福地南部保育園 従量電灯C

17 子ども課 矢田保育園 低圧電力

18 子ども課 矢田保育園 従量電灯C

19 子ども課 三和保育園 低圧電力

20 子ども課 三和保育園 従量電灯C

21 子ども課 巨海保育園 低圧電力

22 子ども課 巨海保育園 従量電灯C

23 子ども課 白ばら学園 低圧電力

24 子ども課 白ばら学園 従量電灯C

25 子ども課 一色保育園 低圧電力

26 子ども課 一色保育園 従量電灯C

27 子ども課 一色西部保育園 低圧電力

28 子ども課 一色西部保育園 従量電灯C

29 子ども課 一色南部保育園 低圧電力

30 子ども課 一色南部保育園 従量電灯C

31 子ども課 一色東部保育園 低圧電力

32 子ども課 一色東部保育園 従量電灯C
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施設・契約一覧（低圧受電施設）
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参考資料（低圧） 
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NO 施設 所管課名 施設名 契約種別

33 子ども課 一色中部保育園 低圧電力

34 子ども課 一色中部保育園 従量電灯C

35 子ども課 横須賀保育園 低圧電力

36 子ども課 横須賀保育園 従量電灯C

37 子ども課 吉田保育園 低圧電力

38 子ども課 吉田保育園 従量電灯B

39 子ども課 離島保育園 低圧電力

40 子ども課 離島保育園 従量電灯C

41 子ども課 津平保育園 低圧電力

42 子ども課 津平保育園 従量電灯C

43 子ども課 荻原保育園 低圧電力

44 子ども課 荻原保育園 従量電灯C

45 子ども課 東幡豆保育園 低圧電力

46 子ども課 東幡豆保育園 従量電灯C

47 子ども課 幡豆保育園 低圧電力

48 子ども課 幡豆保育園 従量電灯C

49 子ども課 見影保育園 低圧電力

50 子ども課 見影保育園 従量電灯C

51 子ども課 鳥羽保育園 低圧電力

52 子ども課 鳥羽保育園 従量電灯C

53 家庭児童支援課 地域子育て支援センターいっしき 低圧電力

54 家庭児童支援課 地域子育て支援センターいっしき 従量電灯C

55 28 家庭児童支援課 地域子育て支援センターよねづ 従量電灯B

56 29 家庭児童支援課 地域子育て支援センターなかばた 従量電灯B

57 佐久島振興課 佐久島開発総合センター 低圧電力

58 佐久島振興課 佐久島開発総合センター 従量電灯C

59 環境事業所 環境事業所 低圧電力

60 環境事業所 環境事業所 従量電灯C

61 教育庶務課 佐久島小中学校 低圧電力

62 教育庶務課 佐久島小中学校 従量電灯C

63 教育庶務課 西尾幼稚園 低圧電力

64 教育庶務課 西尾幼稚園 従量電灯C

65 34 図書館 吉良図書館 従量電灯C

66 消防本部総務課 消防　西分署 低圧電力

67 消防本部総務課 消防　西分署 従量電灯C
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NO 施設 所管課名 施設名 契約種別

68 消防本部総務課 消防　北出張所 低圧電力

69 消防本部総務課 消防　北出張所 従量電灯C

70 消防本部総務課 消防　東出張所 低圧電力

71 消防本部総務課 消防　東出張所 従量電灯C

72 消防本部総務課 消防　吉良分署 低圧電力

73 消防本部総務課 消防　吉良分署 従量電灯C

74 消防本部総務課 消防　吉良分署 従量電灯B

75 消防本部総務課 消防　幡豆分署 低圧電力

76 消防本部総務課 消防　幡豆分署 従量電灯C
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