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１ 環境監査の概要 

（１）目的 

なごや環境マネジメントシステム（以下、「N-EMS」という。）が適切に運用され、かつ

環境マネジメントが効果的に機能していることを確認する。 

  

（２）期間 

平成 25 年 10 月 17 日から 12 月 13 日 

 

（３）対象 

N-EMS の適用範囲となる組織、施設（指定管理者及び委託管理者、協力団体等を除く。）

のうち、各局室区 N-EMS 事務局から推薦を受けた６３課公所（詳細は「別添１」のとお

り） 

 

（４）環境監査員（以下、「監査員」という。） 

  各局室区 N-EMS 事務局から推薦を受け、環境監査研修を受講又はこれに相当する知識

等を有する課長級職員６３名 

 

（５）環境監査の内容 

N-EMS の運用実績から課題の洗い出し及び改善措置の実施等がされているかを確認す

ることを主な目的とし、以下の項目について監査を実施 

 

区分 主なチェック内容 

目標設定 N-EMS における部門別又は施設（課）別の目標が適切に設定されてい

るか確認する。 

取組状況 日常の業務において、効果的な環境配慮が計画され、実施されている

か確認する。 

研修 研修計画に則り、適切に研修が実施されているか確認する。 

文書の管理 運用に係る文書が適切に作成、保管されているか確認する。 

運用管理 組織（施設）として法令又は必要な運用手順書等に従い取組みが管理

されているか確認する。 

点検及び評価 前年度の運用実績を分析・評価し、取組みが不十分なものについては

改善措置等を実施しているか確認する。 

役割及び責任 目標達成状況の把握、取り組み状況の進捗管理において、部門責任者、

推進員がその役割（職員指導、点検管理指示、運用状況の把握、分析評

価等）を果たしているか確認する。 

環境監査 前回の市全体の環境監査の結果、指摘事項及び改善措置等が周知され、

環境施策へ活かされているか確認する。 
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２ 監査結果 

（１）監査結果（詳細は「別添２」のとおり） 

    

  ア 監査項目ごとの評価内訳（優良事項３９件／指導事項３２件／指摘事項１件） 

区分 優良事項 指導事項 指摘事項 

目標設定 ３ １ ― 

取組状況 ２５ １１ ― 

研修 ４ ８ ― 

文書の管理 ― ― ― 

運用管理 ２ １ １ 

点検及び評価 ２ ４ ― 

役割及び責任 ３ ３ ― 

環境監査 ― ４ ― 

 ※指摘事項とは「環境マネジメント管理ができておらず、是正措置が必要と判断される事項」、指導

事項とは「環境マネジメント管理されているが、必要な見直し及び改善が望まれる事項」、優良事項と

は「取り組みに創意工夫がみられ、特に活動結果に成果が見られる、他の部署の参考となる事項」のこ

とをいう。 

 

イ 評価ごとの主な事例 

区分 主な監査所見等 

優良事項 ＜目標設定＞ 

○目標達成のため、いかなる例外も認めず空調施設管理を実施している。

＜取組状況＞ 

○フラットファイルを何度も利用している職員が多く見かけられ、細か

いところであるが、環境に対する配慮が行き渡っている。 

○公用車の燃料消費量を少しでも減らすため、エコドライブマイスター

の活用はもちろん、エコドライブについて朝礼で触れるなど啓発に努

めるとともに、近い場所は自転車を利用し、遠隔地はまとめて対応す

るなど、工夫が見られた。 

○事務所内では、ゴミの分別について、分別間違いしやすいゴミの実物

を掲示してわかりやすく注意喚起するなど、工夫が見られた。 

○印刷方法別にコスト計算がなされ、プリンタ、コピー機、リソグラフ

の中で、枚数に応じた も経済的な方法が一目でわかるよう掲示がさ

れている。 

（例） 

コピー    2.1 円／枚（トナー代 1.6 円、紙代 0.5 円） 

プリンタ出力 1.0 円／枚（トナー代 7,300 円／14,000 枚、紙代 0.5 円）
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リソグラフ 15 枚  2.4 円／枚  マスター代 5,185 円／200 回 

      20 枚  2.0 円／枚  インク代 2,550 円／本／10,000 枚 

      100 枚 1.0 円／枚 紙代 227 円／500 枚 

○コピー機（複合機）を使用する際に、マナカ（職員証）による個人認

証をしており、個人レベルでの管理ができる状態にあり、コピー用紙

の削減に一定の成果を出している。また、印刷物について、営業所等

の使用状況も毎月管理しており、次回の印刷時の数量を決める際に活

用するなど適切な管理が行われていた。 

○スイッチオフシールが電気スイッチのボタンの全てに貼付され、電気

スイッチ盤に照明が点灯する場所が示されていることで点灯間違いの

無駄をなくしたり、コピー機自体に「 初に、リセットボタンを押し

て下さい」と紙を貼ることでコピーミスをなくすための注意喚起がな

されていた。 

○節電のためスポットエアコンはブレーカーを予め落として使用しない

ようにしている。 

＜研修＞ 

○研修は職員が各 PC で同じ画面を見ながら講師の説明を聞く形式で行

っており、環境に配慮した実施方法であるといえる。また、研修後に

N-EMS に関する資料を回覧することで、研修のフォローアップも行わ

れていた。 

＜点検及び評価＞ 

○毎月 1 回、区役所部課長会において、保健所分について区役所とは別

表で、電気料金及び電気使用量について毎月のデータ（数値、折れ線

グラフ、棒グラフ）が過去 2 か年分と一目で比較できる形で示され、

継続的な意識啓発が行われている。 

＜運用管理＞ 

○エコドライブについての取り組みと管理がされており、その結果、昨

年度の局内の優良職場コンクール（運転部門）のエコドライブ（燃 

費向上率）区分において 1 位になるなど、取り組みが評価された。 

＜役割及び責任＞ 

○紙の使用量やゴミの排出量を、毎月、課内打合せにおいて情報共有し、

職員への意識啓発に努めている。 

指摘・指導事

項 

＜目標設定＞ 

○紙使用量について、前年度より増加している場合は、その原因につい

て分析し、数値化できるものは数値化し進捗管理すること。 

＜取組状況＞ 

○パソコンの電源を早く来た職員が係全員分を立ち上げているとのこと
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だったので、パソコンが必要になったらそれぞれで立ち上げるように

指導した。 

○非グリーン購入の理由が、「グリーン商品より安価であったため。」

となっていた。予算の制約もあると思うが、単に安価という理由だけ

では、グリーン購入の趣旨として適当ではないので改善されたい。 

○ゴミ箱が執務室内に必要以上に配置されており、ゴミの発生抑制、リ

サイクルの推進につながらないので改善されたい。 

＜研修＞ 

○全職員への意識啓発の呼びかけが弱いようであるため、係長や担当者

にとどまらず、課全体で問題意識を共有できるよう工夫されるとよい。

また全職員対象の研修であるが、分室在中の嘱託員に対して研修を行

っていなかったので実施されたい。 

○研修欠席者には文書配布だけとなっているが、できるだけ研修をして

ほしい。 

○監査時点で、職員に対する研修が行われていなかった。早急に実施す

るということであったが、年度開始後早い時期に実施することが効果

的であるので、今後は実施時期も検討されたい。 

＜運用管理＞ 

○産業廃棄物について、年に 1 回業者が処理するまで排出箇所付近に仮

保管されているため、現在の保管場所もしくは特定の保管場所を確保

し、廃棄物処理法に基づいた適正な保管をする必要がある。 

＜点検及び評価＞ 

○コピーや印刷物の用紙使用量を各課単位で把握している一方で、プリ

ンタ出力分の用紙使用量の入力漏れが確認された。局で一括して購入

している現状を踏まえ、用紙の購入量もしくは各課の使用量を適切に

把握できるよう検討されたい。 

＜役割及び責任＞ 

○コピー用紙使用量について、課として管理ができておらず、課全体に

使用実績の周知がなされていなかったので、速やかに全職員に現在の

状況について周知し、注意喚起を行うことと、コピー機付近に、月ご

との使用量実績や月別推移、前年度との比較などのグラフ表示等をし

ていただき、「見える化」に取り組むように指導した。 

＜環境監査＞ 

○環境監査を受けた結果については、区役所内の他課へも周知し、情報

共有をしたうえで改善の取組みを広げるよう図られたい。 
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（２）改善措置等 

２６課公所において、３７件の是正措置、改善措置又は改善方針が計画又は実施さ

れた。（詳細は「別添３」のとおり） 

 

３ 総括 

   ほぼ全ての課公所において、前年度までの実績及び業務に照らし合わせた適切な運

用がされていたが、今年度は運用管理として、施設における法令順守を重点項目とし

て掲げて実施した。 

公共施設は法令を作成する側であることから、法令を順守することは当然である。

そのことから、当然適正に実施できているという固定観念がチェック機能を弱めてい

るケースがある。施設の担当者は、法令順守について、改めて再チェックを実施する

ことが望まれる。 

また、今年度の監査では、前回の監査から指導・指摘事項が減少していることから、

N-EMS の運用がスタートして３年目となり、徐々にその運用が定着しつつある結果だと

思われる。 

一方で、昨年度の監査結果の公表と今年度監査の実施がほぼ同時期であったものの、

昨年度の監査結果と同様の指導・指摘（研修時期が年度後半など）がみられることか

ら、来年度にむけて、同様の指導・指摘事項がないよう監査のフィードバックしっか

り実施していくことが重要である。 

 

 

    



 
 

監査対象課公所 

     監査対象          監査員 

局室区 課公所 局室区 監査員役職 

会計室 出納課 
総務局 

総務課長 

市長室 秘書課 統計課長 

総務局 
総合調整室 

健康福祉局 
総務課長 

市政資料館 介護保険課長 

財政局 
税制課 

子ども青少年局 
総務課長 

ささしま市税事務所 子ども未来課長 

市民経済局 
総務課 

住宅都市局 
企画経理課長 

名古屋城総合事務所 住宅整備課 

環境局 
職員課 

緑政土木局 
企画経理課長 

熱田環境事業所 緑地計画課長 

健康福祉局 

地域ケア推進課 

教育委員会事務局 

企画経理課長 

厚生院 生涯学習課長 

子ども青少年局 
保育運営課 

消防局 
防災部災害対策課長 

あけぼの学園 消防部消防課長 

住宅都市局 
歴史まちづくり推進室 

上下水道局 
企画部主幹 

緑都市整備事務所 経理部経理課長 

緑政土木局 
総務課 

交通局 

総合企画部主幹 

（企画調整・外郭団体） 

緑土木事務所 乗客誘致推進課長 

市会事務局 調査課 
財政局 

財政課長 

監査事務局 監査第二課 管財課長 

人事委員会事務局 審査課 

市民経済局 

主幹（企画・外郭団体） 

選挙管理委員会事

務局 
選挙管理委員会事務局 地域安全推進課長 

教育委員会事務局 
教職員課 市長室 秘書課長 

科学館 会計室 審査課長 

消防局 
予防部指導課 市会事務局 総務課長 

北消防署 監査事務局 特別監査室長 

病院局 東部医療センター 環境局 
減量推進室長 

廃棄物指導課長 

上下水道局 
経理課 人事委員会 任用課長 

東部管路センター 選挙管理委員会 事務局次長 

 

 

別添１



 
 

 

  監査対象          監査員 

局室区 課公所 局室区 課公所 

交通局 
営業課 環境局 

減量推進室長 

廃棄物指導課長 

猪高営業所 病院局 総務課長 

千種区 
保険年金課 

昭和区 
民生子ども課長 

民生子ども課 企画経理室長 

昭和区 
市民課 

守山区 
企画経理室長 

保健所保健予防課 区民生活課長 

守山区 
市民課 

名東区 
まちづくり推進室長 

志段味支所区民福祉課 保健所主幹（公害対策） 

名東区 
生涯学習センター 

千種区 
保険年金課長 

保健所企画調査係 民生子ども課長 

東区 
まちづくり推進室 

北区 
福祉課長 

民生子ども課 企画経理室長 

北区 
まちづくり推進室 

西区 
保険年金課長 

市民課 民生子ども課長 

西区 
山田支所区民福祉課 

中村区 
市民課長 

まちづくり推進室 民生子ども課長 

中村区 
市民課 

東区 
民生子ども課長 

民生子ども課 まちづくり推進室長 

中区 
まちづくり推進室 

熱田区 
まちづくり推進室長 

福祉課 保険年金課長 

熱田区 
区民福祉部福祉課 

中川区 
農政課長 

生涯学習センター 富田支所区民生活課長 

中川区 
市民課 

港区 
まちづくり推進室長 

保健所 南陽支所 区民生活課長 

港区 
保険年金課 

中区 
企画経理室長 

南陽支所区民生活課 保健所次長 

瑞穂区 
企画経理室 

南区 
南生涯学習センター館長 

保健所生活環境課 南保健所次長 

南区 
市民課 

緑区 
福祉課長 

保険年金課 保険年金課長 

緑区 
市民課 

天白区 
企画経理室長 

保健所 まちづくり推進室長 

天白区 
保険年金課 

瑞穂区 
総務課長 

保健所企画調査係 福祉課長 



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

会計室

（出納課）
　監査対象組織の目標は、実情に応じて設定されており、その取り組みに
ついても概ね適切に実施されていた。
　執務室において、照明が不要な箇所については、日常的に消灯し、部分
消灯を実施していた。また、冷気を遮断するために、緩衝材を窓に貼って
いた。
　コピー機の節電モードの設定を、本年度30分から20分に変更しており、
節電への意識が高かった。
　コピー機の前に、監査対象組織のコピー用紙の具体的な削減目標を掲示
しており、削減量のイメージを共有できるよう工夫がされていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

市長室

（秘書課）
　監査対象組織の目標は、実情に応じて設定されており、その取り組みに
ついても概ね適切に実施されていた。
　公用車を多く管理している監査対象組織であるが、エコドライブマイス
ターの配置を積極的に進めており、ガソリン使用量削減への意識が高かっ
た。
　コピー用紙の使用量が前年度比減少しているのに対し、コピーのカウン
ト数は増えていることについて、用紙の裏紙利用の徹底が図られていると
の分析が行われていた。
　また、FAXについて、受信時に紙を印刷せず、データとして共有フォルダ
に入るように設定を変更していた。データを確認してから必要に応じて印
刷することが可能となっているため、FAX受信時の不要な印刷を減らすこと
ができている。細かな点ではあるが、職員の意識向上の意味からも評価で
きる点である。
　他に、コピー機の前には、コピー用紙の枚数とコピーのカウント数を月
別に表及びグラフにして掲示し、視覚的に数値の推移を把握しやすくなる
よう工夫がなされていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

総務局

（総合調整室）
　設定された施設の目標に従い、日常の中で様々な努力・工夫に取り組ん
でいる。

≪優良事項：　１件≫
　研修の実施においてパワーポイントの資料をスクリーンに写して説明す
るなど、受講者へ研修内容をわかり易く伝える工夫がされていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

監査結果一覧
別添２



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

総務局

（市政資料館）
　設定された施設の目標に従い、日常の中で様々な努力・工夫に取り組ん
でいる。
　特に、消灯の徹底や蛍光灯の間引きなど照明関係で省エネに努めている
ことや、用紙の使用量を抑えるために電子決裁を積極的に利用しているこ
とが確認できた。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（税制課）
　目標設定が適切になされており、用紙削減やCO2削減につながる具体的な
取り組みも実施されていた。業務の特性を活かした独自の目標設定も掲げ
られており、高い意識で環境配慮行動に取り組んでいることが伺えた。
　研修についても、入門研修・実施研修ともに全員が受講できており、内
容についても日ごろの業務に即した具体的なものであるため、職員の環境
配慮に対する意識が高まる効果的なものであった。
　コピー用紙の使用量については「見える化」が図られ、前年度との比較
をしながら各自使用量の抑制に努めるような策がとられていた。
≪優良事項：　２件≫
・税務部及び市税事務所内に共有フォルダーが作成され研修や会議等の資
料についてはフォルダーに入れておくことで、供覧をデータで確認する方
式にし、また資料を必要とする職員各自がパソコンの画面上で確認をする
ことができ、紙の使用削減に多大な効果をあげていた。
・独自の取り組みとして「エルタックス（電子申告）」の使用推進を目標
に掲げ、市民（法人）に対して積極的に広報することで電子申告の件数を
増やし、紙の使用削減に効果をあげていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（ささしま市税事務所）
　目標設定が適切になされており、用紙削減やCO2削減につながる具体的な
取り組みも実施されていた。業務の特性を活かした独自の目標設定も掲げ
られており、高い意識で環境配慮行動に取り組んでいることが伺えた。
　研修についても、入門研修・実施研修ともに充実した内容で適切に実施
され、未受講者への個別研修や、紙媒体を使わない研修方法などといった
配慮もあった。
コピー用紙の使用量については「見える化」が図られ、前年度との比較を
しながら各自使用量の抑制に努めるような策がとられていた。
≪優良事項：　２件≫
・税務部及び市税事務所内に共有フォルダーが作成され、研修や会議等の
資料についてはフォルダーに入れておくことで、供覧をデータで確認する
方式にし、また資料を必要とする職員各自がパソコンの画面上で確認をす
ることができ、紙の使用削減に多大な効果をあげていた。
・独自の取り組みとして「エルタックス（電子申告）」の使用推進を目標
に掲げ、市民（法人）に対して積極的に広報することで電子申告の件数を
増やし、紙の使用削減に効果をあげていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

財政局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（総務課）
　目標値の設定は、N-EMS事務局(企画経理課)からのトップダウン形式を
とっているが、用紙の使用量については、昨年度、削減したことから、昨
年度実績と同数に設定されていた。
　裏白紙や溶解文書のボックスや資源等について点検したところ、適切に
分別されていた。消灯については、スイッチオフシールが貼付されてお
り、昼休みの消灯など適切に行われていた。
　ガソリン使用量が昨年度より削減されていたが、これは、今年度の公用
車保管場所が一時的に敷地外の不便な場所に変更されたためであった。
　研修を実施した際に、受講できなかった者に対して個別にフォローがさ
れていた。
　職員が行動目標設定シートを常に意識できるように就業ターミナル付近
に掲示し、職員への周知に努めていた。
　毎月の用紙使用量の実績をコピー機の前に掲示することで、職員への啓
発に取り組んでいた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（名古屋城総合事務所）
　目標値の設定は、N-EMS事務局(企画経理課)からのトップダウン形式を
とっているが、職員への意識付けや目標の適切な管理を実行していくに
は、所属による目標数値設定が望ましい。特に、今年度のように本丸御殿
の公開を始めとするイベント数の増加が見込まれる年度は、いかに発生抑
制していくかを事務所全員が考えるため、事務所からの積み上げによる目
標設定が良いのではないかと感じた。
　裏白紙や溶解文書のボックスや資源等について点検したところ、適切に
分別されていた。消灯については、スイッチオフシールが貼付されてお
り、昼休みの消灯など適切に行われていた。
　基本的に年中無休の施設であるため、交替勤務の職員が一緒に研修を受
けることはできないが、複数回に分けてもれなく研修が実施されていた。
　毎月の用紙使用量の実績を購入金額にしてコピー機の前に掲示し、職員
への啓発に取り組んでいたが、金額ではなく、使用枚数など職員がより実
感できる表示が望ましい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

市民経済局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（職員課）
　本庁職場であり、また職員課という職場の性格上、改善効果があらわれ
難い環境のなかで、昼休みの消灯の徹底やコピー使用量の削減等、地道に
取り組んでいる。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（熱田環境事業所）
　24年度に業務の委託化が行われ、組織体制が縮小されたことに伴い、エ
ネルギー使用量、コピー使用量が前年度に比べて大幅に減少していた。使
用量等の目標は、24年度を基準値として適正な目標設定がされていた。
　電気使用量の削減への取組みについては、こまめな空調停止や消灯、パ
ソコンの省エネモード設定など事務所全体で取り組んでいることが確認で
きた。その中で、特に空調区画や緑のカーテンに積極的に取り組んでい
た。
　全体を通して、N-EMSが適切に運用されていることが確認できたが、公所
の目標や各種使用量の状況等を掲示するなど、職員に対する意識啓発への
取組みについても今後期待したい。

≪優良事項：　１件≫
　節電対策として、2階事務室の受付コーナーに、職員の手づくりによるビ
ニールカーテンを用いた空調区画を設置し、階段部から1階への冷気の流出
を防いでいた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（地域ケア推進課）
　おおむね目標に沿った取り組みがなされていた。
コピー機に啓発シールを添付したり、使用状況を掲示するなど、意識付け
を図っていた。ゴミの分別もわかりやすくなされており、パソコンのス
リープ機能も設定されていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（厚生院）
　入所者・入院者に不都合が生じない範囲で、職員の中ではおおむね目標
に沿った取り組みが行われていた。
地産地消の一貫として自家菜園で収穫した作物を食材として提供したり、
用紙コピーの際は、利用者の所属・氏名・枚数を記入するなど、環境負荷
軽減への意識付けを行っている。また、電気、水道の使用量節減のため、
設備を更新するなどして、積極的に取り組んでいる。

≪優良事項：　１件≫
　屋上に遮熱塗装を施工し、屋内の室温上昇を抑えている。また、窓には
遮熱フィルムを施工している。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

環境局

健康福祉局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（保育運営課）
　課の目標に基づき日常業務における取り組みは、適切に実施されてお
り、研修も効果的に行われていた。また、朝礼等を利用し、課員に対し適
宜環境に対する話をしていることは評価できる。課の目標については、毎
年同様ではあったが、用紙の削減方法、フラットファイルの再利用等に対
し工夫がみられた。今回の監査範囲ではないが、保育運営課は、公立と民
間合わせて365か所の保育所に対する各種指導的機能を有しているとのこと
であったが、特に公立保育所について、今後N-EMSの運用にかかる発信拠点
となっていただくように要望した。
≪優良事項：　１件≫
　フラットファイルを何度も利用している職員が多く見かけられ、細かい
ところであるが、環境に対する配慮が行き渡っていると思われる。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（あけぼの学園）
　エネルギー消費に関する環境配慮への取り組みが、職員の努力及び入所
者の理解のもと、極限まで実施されている。一方で、施設管理上の改善も
一定レベルでは必要ではないかと感じた。
≪優良事項：　１件≫
　目標達成のため、いかなる例外も認めず空調施設管理を実施している点
は感銘した。
≪指導事項：　１件≫
　施設の老朽化に起因する不要なエネルギーロスを解消するための対策も
必要ではないかと感じた。
≪指摘事項：　０件≫

（歴史まちづくり推進室）
　監査対象組織はコピー用紙の使用量について、今年度からコピー機のカ
ウント数のみでなく、自室プリンターでの使用量の把握としてコピー室か
ら持ち出した量の管理を始めており、環境活動に積極的に取り組む姿勢が
見られた。しかし、持ち出し量の集計が上半期での把握であったため、毎
月の環境活動に反映できるように毎月確認すると良い。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
　H23年度の環境監査に対する改善措置として挙げられた「目標設定シート
の毎月のチェック」について、周知はされていたがチェックシートの活用
がなされていなかったので再度徹底されたい。
≪指摘事項：　０件≫

（緑都市整備事務所）
　環境活動の取り組みについては、全般的にしっかり取り組んでいると感
じられた。環境活動の現状や目標等について掲示がなされており、職員が
常に意識できる状況にあった。

≪優良事項：　１件≫
　N-EMS実施研修に関しては、所長が講師となり、時間を決めて自席で各自
のパソコンを利用して行っており、用紙を使用しないようきめ細やかな環
境配慮に努めていた点が評価できる。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

子ども青少年局

住宅都市局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

緑政土木局

（緑土木事務所）
　電気、紙、水道等の使用量削減など、さまざまな取り組みが概ね良好に
行われていた。なお、各区にある土木事務所の中でも、宅地等の開発によ
り業務量が漸増するという特殊な状況のもと、公用車の燃料消費をはじめ
とする環境負荷をいかに抑制していくか、今後の取り組みに期待したい。

≪優良事項：　２件≫
・公用車の燃料消費量を少しでも減らすため、エコドライブマイスターの
活用はもちろん、エコドライブについて朝礼で触れるなど啓発に努めると
ともに、近い場所は自転車を利用し、遠隔地はまとめて対応するなど、工
夫が見られた。
・事務所内では、ゴミの分別について、分別間違いしやすいゴミの実物を
掲示してわかりやすく注意喚起するなど、工夫が見られた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（総務課）
  N-EMSに関して概ね適切に運用され、かつ、環境マネジメントがほぼ効果
的に機能していることを確認した。

　担当者によれば、目標は局統一で設定されており、各課では実績管理の
みを行っているということであった。実績については目標管理シートで確
認したところ、いずれも十分な達成状況であり、改善が望まれるような事
項はなかった。しかしながら、実際には組織によっては特殊な事業量の増
減も考えられることから、できるだけ組織別に目標の設定管理をすること
が望ましいように感じた。 環境配慮に関する特段の取り組みはないという
ことではあったが、コピーの利用実績を毎月大きなグラフにしてわかりや
すく掲示しており、その経年推移を見ると、取り組みの成果が感じられ
た。廃棄紙等の分別箱はきれいに整理されており、また内容物は非常に少
なかった。環境配慮行動の注意喚起は、数字を適宜朝礼で報告するなどし
て行っているということであった。
　研修は毎年、全職員に実施されていることを報告書及び担当者へのヒア
リングで確認した。用紙類削減の観点から研修資料は全て電子媒体となっ
ており、パソコン画面を利用して研修を行っているということであった。
　コピー用紙については特段在庫管理は行われていなかったが、保管場所
の用紙量は少なく、至って適正なものに感じられた。
　電子決裁については、この2年間で利用促進を図り、現在は全庁的な平均
レベルと思われる約6割の実施率まで伸びてきたことを資料及び担当者への
ヒアリングで確認した。
　昨年度の全庁の環境監査の結果は公表直後だったこともあり、まずは職
員全員に周知したことを担当者へのヒアリングにより確認した。優良事例
や指摘事例などを踏まえて、議論や意識付けをしていきたいと考えてお
り、これから方法を検討して進めたいという段階であった。
　PCBとアスベストの取扱い総括課であることから、取扱責任者の指定、保
管場所の表示板設置について、資料と現地の写真により実施状況を確認し
た。

（検討事項）
　各課の積極的かつ「主体的」な環境配慮行動の推進を図るためには、局
一律の目標でよしとするのではなく、局目標を踏まえた組織別の目標設定
の段階も踏んだ方が、より効果的と思われることから、N－EMS担当課にお
いては、課あるいは部ごとの目標設定について検討されたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

緑政土木局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

市会事務局

（調査課）
　前年度までの監査の結果を受けて、課別の用紙使用量を正確に把握する
等の改善が図られ、目標が適正に設定されていた。資料のデータ化や電子
決裁の促進に努め、用紙使用量やCO2の削減につながる具体的な取り組みも
適切に行われていた。
特に、コピー使用量の増減や印刷1枚当たりのコストを明確に表記するな
ど、コピー室の掲示に工夫がなされ、日常業務の中で職員の節約意識の向
上が十分に図られていた。

≪優良事項：　１件≫
・印刷方法別にコスト計算がなされ、コピー、プリンタ出力、リソグラフ
の中で、枚数に応じた も経済的な方法が一目でわかるよう掲示がされて
いる。
（例）
コピー　　　　　2.1円／枚（トナー代1.6円、紙代0.5円）
プリンタ出力　　1.0円／枚（トナー代7,300円／14,000枚、紙代0.5円）
リソグラフ　　　15枚　　2.4円／枚　　マスター代　5,185円／200回
　　　　　　　　20枚　 2.0円／枚　　インク代2,550円／本／10,000枚
　　　　　　　　100枚　1.0円／枚　紙代227円／500枚

≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

監査事務局

（監査第二課）
　前年度までの監査の結果を受けて、前年度までの実績を基に局独自の目
標が設定され、改善が図られていた。監査業務において、資料の確認・管
理をデータで行ったり、電子決済の徹底を図るなど、用紙類削減やCO2の削
減につながる具体的な取り組みも適切に行われていた。
　また、研修に関しては、用紙類を使用しない環境に配慮した方法で行わ
れ、推進員が職員一人一人に感想を聞くなどして、職員の環境配慮への意
識向上に努めていた。
≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
　コピーや印刷物の用紙使用量を各課単位で把握している一方で、プリン
タ出力分の用紙使用量の入力漏れが確認された。局で一括して購入してい
る現状を踏まえ、用紙の購入量もしくは各課の使用量を適切に把握できる
よう検討されたい。
≪指摘事項：　０件≫



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

人事委員会事務局

（審査課）
　情報公開請求や公平審査の件数が年度により変動し、1件あたりの文書の
発生量が著しく多い場合もあり、その部分については紙の使用量の予測が
つかないという業務上の特性があるが、その他の関連書類や事務文書につ
いては、計画的に削減計画を立てている。
　紙のリサイクルボックスについては、保管場所を目視し、特に無駄な印
刷がなく、リサイクルや裏紙利用のための仕分けがされていることを確認
した。PCの電源オフについては、画面が閉じられていたことを確認したほ
か、省エネモードの設定がされている旨の説明を受けた。
　研修の実施については、まず係長級以上に対し、説明を行ったのち、各
係長が係員に対し、朝礼の場等を利用して、イントラに掲載されているパ
ワーポイント資料を用いて実施したとの説明を受けた。他の課の取り組み
についても紹介するなどして、30分程度説明を行っている。資料について
は、4ページで一面になるように印刷するなど、省資源化に配慮して配布し
ていることを確認した。
　目標設定シート（課室用）については、概ね実践されていた。特に用紙
の適正利用に関しては、電子決裁の割合が7割程度と高く、市全体との比較
や課ごとの利用割合などの分析もしっかり行っていた。また、印刷物に関
しては削減に取り組んできた結果、これ以上の削減についてはそろそろ限
界を迎える状況まで到達している。
　今年度9月分の実績値の入力に関して、印刷物の量に一部入力もれが発見
されたが、推進員（課長）が昨年度数値と今年度数値を把握しており、そ
の場ですぐ訂正を行った。推進員による実績の把握がきちんとできている
ことが確認できた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

選挙管理委員会事務局

（選挙管理委員会事務局）
　広報チラシ・ポスターは配布先の拡大もある中、全体の印刷物の使用枚
数は現状維持か微減となっている。また、選挙がある年度で、特に市の選
挙がある場合には、立候補者の関係書類等どうしても減らせない部分があ
り、目標設定シート（用紙類用）の自然増減の部分に記載をしている。紙
の使用量が多いものとしては選挙記録があるが、前回の記録をもとに必要
低限の印刷部数となるよう設定しており、減量を意識している。

　目視にて、使用していない時のOA機器のコンセントオフを確認。紙のリ
サイクルボックスでは裏紙利用可能な用紙と溶解文書、チラシなどに分け
られていることを確認した。離席者がいなかったため、PCの電源オフは確
認できなかったが、スイッチオフシールにて啓発が行われていることを確
認した。
　研修報告書も適切に作成されていた。未受講者はおらず、全員が受講し
ていた。同席した担当者は、適宜質問に答えるなど、内容を理解してい
た。
　24年度の目標値に対して実績がわずかに上回っているが、予定していな
かった衆議院選挙の実施により印刷物が膨大に増えたことが原因である。
しかしながら、電子決裁・電子供覧の徹底により、コピー用紙の使用量を
削減したことで、影響を減らし、目標値（2,138kg）に概ね近い実績
（2,159kg)となった。
　所属長は目標設定シート（課室用）の内容をよく把握しており、日ごろ
の職員の行動を見ているなかで適宜朝礼を利用して注意喚起を行っている
ことをヒアリングにより確認した。電子決裁の利用率が少し下がってきた
ことを朝礼で注意喚起し、あらためて依頼をしたことを直近の例としてあ
げるなど、具体的な取り組みが確認できた。数値目標に関しては、前年度
と今年度の実績を比較し、特徴的な点について確認したところ、紙の購入
理由など現状把握がされており、印刷物の在庫が余らないよう適切な部数
になるよう指示を出している旨の説明を受けた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（教職員課）
　本年度8月から全学校あての通知等については、「元気な学校づくりプロ
ジェクトによる文書掲示板（イントラネット）利用」の取り組みがはじ
まっており、教職員の事務負担の軽減および紙使用の削減につながるもの
と考えられる。本年度途中からの実施ということであったが、年度末等の
業務繁忙時期には実績として表れることが期待される。
　ごみ分別の注意点が掲示されていないことや、コピー等の紙の使用状況
が掲示されていないことなど、全体的に全職員への周知の取り組みが足り
ないように感じた。過去の環境監査で優良とされているもので教職員課と
して活用・展開できるものについては、参考にされるとよい。
また、N-EMS実績集計の入力が正しく理解されていないようなので、これを
機に修正されるとよい。

＜優良事項：　０件＞
＜指導事項：　１件＞
　全職員への意識啓発の呼びかけが弱いようであるため、係長や担当者に
とどまらず、課全体で問題意識を共有できるよう工夫されるとよい。また
全職員対象の研修であるが、分室在中の嘱託員に対して研修を行っていな
かったので実施されたい。
＜指摘事項：　０件＞

教育委員会事務局

（科学館）
  監査対象組織（科学館）では、平成23年3月の改築整備時に環境に配慮し
た施設として 新の設備を取り入れており、目標設定されている設備更新
や新エネルギー導入については、既にほぼ達成されている。また、光熱費
の削減については、設備管理において、電気とガスの効率的な利用を計画
的に分析、検討が進められていることが確認できた。設定目標ではハード
面がほとんどであったが、ハード面ではほぼ目標を達成されているため、
今後は運用の視点から行動面における職員の具体的な行動目標についても
設定したほうがいいのではないかと提案した。
  事務的な業務に関しては、業務上印刷物が多いため、昨年度の配布数等
の実績を勘案し、必要 低限の数量に抑えるよう周知徹底が図られてお
り、昨年度と比較して印刷物等の用紙類使用量が削減されていた。
  一方で来館者が多い月はゴミの排出量が増えているが、それに対する分
析や対応が不十分のように思われる。持込により発生したゴミは持ち帰る
こととなっているが、チラシ等の掲示がないため周知徹底が図られていな
い。生涯学習施設でもある本施設の特性から市役所としての率先行動を示
すことや環境教育の場としても活かすため、ごみ減量やエネルギー節減な
どの市民啓発に、より一層取り組んでいただきたいと要望する。
　毒物劇物については、個々に鍵つき保管庫に保管されており、使用状況
も記録されていたが、管理方法が本数管理となっているため、残存量まで
管理されることが望ましい。
　産業廃棄物については、特定の場所が確保されておらず、年に1回業者が
処理するまで排出箇所付近に仮保管されているため、廃棄物処理法が定め
る保管場所の表示や囲い等による整理がされていなかった。また、産業廃
棄物の排出量がN-EMS実績集計に入力されていなかったため、適正に入力し
ていただきたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　１件≫
  産業廃棄物について、年に1回業者が処理するまで排出箇所付近に仮保管
されているため、現在の保管場所もしくは特定の保管場所を確保し、廃棄
物処理法に基づいた適正な保管をする必要がある。



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（指導課）
　目標設定や取り組み状況の把握などが適切に行われていた。特に、独自
の取り組みとして、審査にかかる法改正等があった際、各署に対し文書に
よる通知ではなく、局のイントラに改正点を分かりやすく標記した電子
データを掲載しており、業務上使いやすく、環境にも配慮した取り組みが
なされていた。
　また、エコドライブが環境面とあわせ交通事故防止にも効果的であるこ
とから、エコドライブマイスターの設置のほか、研修の場などで、エコド
ライブを心がける指示がなされていることが確認出来た。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（北消防署）
　目標設定や取り組み状況の把握などが適切に行われていた。業務上、特
別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）が日々生じるが、施錠された場所に、
保管場所を標示のうえ、適正に保管されていた。また、マニフェストを確
実に受領・保管するとともに、管理責任者は、医師等に準じて講習受講が
不要な救急救命士を選任するなど、適切に運用されていた。
　また、24時間体制で全員が揃う機会がない職場にあって、研修実施日を
複数設けているほか、出張所から訓練で参集した機会を捉えて研修を行う
など、全職員が受講出来ていることが確認できた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

病院局

（東部医療センター）
　N-EMSマニュアルに定める目標設定、運用及び点検・評価等は概ね適切に
行われている。先進的な取り組みが行われている一方で、一部取り組みが
不十分なものもあった。

≪優良事項：　１件≫
・従来、可燃ごみとして処理していたプラスチック類の資源化を図ってお
り、ごみ量の削減に努めている。
≪指導事項：　２件≫
・実施研修が全職員に行われていない。
・エネルギー使用量の目標との比較がされていない。また、コピー使用量
が、部門別に把握されていない。
≪指摘事項：　０件≫

上下水道局

（経理課）
　目標設定は、前年度の実績を踏まえて適切に行われており、目標達成に
向けて、ゴミの分別や裏紙使用を徹底するなどの取り組みを行っている。
　また、毎月の実績を課内打合せにより情報共有し、職員への意識啓発に
努めている。
　研修についても、紙を使用しないようイントラ内で実施されており、各
職員の実施状況がイントラ内でチェックできるしくみが構築されている。

≪優良事項：　１件≫
　紙の使用量やゴミの排出量を、毎月、課内打合せにおいて情報共有し、
職員への意識啓発に努めている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

消防局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

上下水道局

（東部管路センター）
　目標設定は、事務所移転・所管区域の拡大に伴う増加分を考慮して、適
切に行われており、目標達成に向けて、ゴミの分別や裏紙使用を実施する
ほか、昼間・夜間の消灯も徹底して実施されている。
　研修についても、紙を使用しないようイントラのデータを活用して実施
されている。
　省エネ法に基づく管理標準は設備ごとに作成され、内容の更新も行われ
ており、利用しやすいように整理され、適切に管理されている。

≪優良事項：　１件≫
　昼間は通路などの消灯を行い、24時間体制の夜間においても、 低限必
要な事務室部分を除き消灯するなど、節電の取り組みを徹底して実施して
いる。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（営業課）
　N-EMSマニュアルに定める目標設定、運用及び点検・評価等が適切に行わ
れており、指導/指摘すべき事項は見受けられない。

≪優良事項：　１件≫
　コピー機（複合機）を使用する際に、マナカ（職員証）による個人認証
をしており、個人レベルでの管理ができる状態にあり、コピー用紙の削減
に一定の成果を出している。また、印刷物について、営業所等の使用状況
も毎月管理しており、次回の印刷時の数量を決める際に活用するなど適切
な管理が行われていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（猪高営業所）
　N-EMSで定められた事項が適切に運用され、かつ、効果的に機能している
ことを確認することができた。

≪優良事項：　２件≫
・敷地の外壁を新しくした際に、外壁を壁面緑化しており、緑化推進の取
り組みがなされていた。
・エコドライブについての取り組みと管理がされており、その結果、昨年
度の交通局内の優良職場コンクール（運転部門）のエコドライブ（燃費向
上率）区分において1位になるなど、取り組みが評価された。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

交通局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（保険年金課）
　保険年金課の業務や奥行きが狭いという執務環境にあわせた目標が設定
され、個々の取り組みについても概ね適切に実施されており、環境マネジ
メントが良好に行われていると認められる。
　コピー機には、コピーボタンスイッチ付近に、「ワンタッチ2円」と表示
がされており、これは、コスト削減を目的としたものと思われるが、コ
ピーミスや必要以上のコピーの抑制の効果もあると認められる。このよう
に、コスト削減に関連する取り組みは多くあると思われ、コスト削減と結
び付けることにより、職員の意識が一層高まるものと思われる。
　一方、個別空調機器に関し、スイッチ盤に設定温度を大きく表示し、省
エネへの取り組みはされているが、室温が何度になった場合に稼働させる
かどうかの表示がされていなかった。スイッチ盤の近くには、市販の温度
計が設置されていたことから、稼働させる基準となる温度を定め、表示
し、運用されることが望まれる。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（民生子ども課）
　監査対象組織の業務や執務環境にあわせた目標が設定され、個々の取組
事項についても概ね適切に実施されていた。
　エコドライブについて、使用者の意識啓発を促すために、公用車使用簿
に「エコドライブ10のすすめ」（チラシ）を添付していた。
　個別空調の各スイッチに適正温度の標示がされており、また、切り忘れ
を防ぐための「エアコン入り」札が用意されていた。
　区役所全体の取り組みとして、虫よけの網戸を設置し、窓の開閉による
温度等管理がされていた。
　個人PCへのスイッチオフシールの貼付がなされていなかったため、速や
かにシールの貼付をするように指導した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

東区

（まちづくり推進室）
  環境マネジメントシステムは、概ね良好に運用されていた。
　リサイクルボックスには裏面使用可の用紙が集積され、コピー機、プリ
ンターで活用されていた。昼休みはいったんすべての照明を消灯し、来庁
者の対応時にカウンター付近を点灯していた。助言としては、パソコンは
スリープモードが設定されているが、長く離席する際はスイッチオフが望
まれる。

≪優良事項：　１件≫
　コピー機周辺に毎月の紙の使用状況をグラフ化して掲示し、朝礼におい
て定期的に使用状況が報告されており、職員への意識付けが出来ていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

千種区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

東区

（民生子ども課）
　職員への啓発状況や意識付け、具体的な取り組みなどが、おおむね良好
であると確認できた。

≪優良事項： １件≫
　スイッチオフシールが電気スイッチのボタンの全てに貼付され、電気ス
イッチ盤に照明が点灯する場所が示されていることで点灯間違いの無駄を
なくしていたり、コピー機自体に「 初に、リセットボタンを押して下さ
い」と紙を貼ることでコピーミスをなくすための注意喚起がなされていた
ことは、評価できる。
≪指導事項： ２件≫
・保護係では、従前から、パソコンの電源を早く来た職員が係全員分を立
ち上げているとのことだったので、パソコンが必要になったらそれぞれで
立ち上げるように指導した。
・コピー用紙使用量について、課として管理ができておらず、課全体に使
用実績の周知がなされていなかったので、速やかに全職員に現在の状況に
ついて周知し、注意喚起を行うことと、コピー機付近に、月ごとの使用量
実績や月別推移、前年度との比較などのグラフ表示等をしていただき、
「見える化」に取り組んでいただくように指導した。
≪指摘事項： ０件≫

（市民課）
　庁舎管理担当の総務課の指導が行き届いており、環境マネジメントシス
テムは概ね適切に運用されていた。

≪優良事項：　１件≫
　コピー機の使用量が三カ年比較の棒グラフになっていて、一目でわかり
やすく職員への注意喚起となっている。
≪指導事項：　２件≫
・研修欠席者には文書配布だけとなっているが、できるだけ研修をしてほ
しい。
・リサイクルボックスが課内に分散しているので、１か所にまとめたらど
うか。
≪指摘事項：　０件≫

（まちづくり推進室）
　庁舎管理担当の総務課の指導が行き届いており、環境マネジメントシス
テムは概ね適切に運用されていた。

≪優良事項：　１件≫
　紙使用量削減のため紙ベースの回覧をできるだけ少なくし、ＰＤＦファ
イルでの回覧を進めている。
≪指導事項：　１件≫
　コピー機使用量のグラフは少し見づらかった。
≪指摘事項：　０件≫

西区

（まちづくり推進室）
　目標設定シートで定めた各項目を概ね適切かつ確実に実施している。
配架できないチラシが送付された場合に、次回から送付しないよう申し入
れている点はごみ減量の点から評価できる。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
　環境監査を受けた結果については、区役所内の他課へも周知し、情報共
有をしたうえで改善の取組みを広げるよう図られたい。
≪指摘事項：　０件≫

北区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

西区

（山田支所区民福祉課）
　環境行動目標が適切に設定されており、職員への意識啓発についても職
場内にきめ細かな掲示がされており、実際にも良好に実施されていたこと
は評価できる。

≪優良事項：　１件≫
　窓際の蛍光灯を通年外すことで節電効果を上げていた。
≪指導事項：　１件≫
　非グリーン購入の理由が、「グリーン商品より安価であったため。」と
なっていた。予算の制約もあると思うが、単に安価という理由だけでは、
グリーン購入の趣旨として適当ではないので改善されたい。
≪指摘事項：　０件≫

（市民課）
　環境マネジメントシステムは、概ね良好に運用されていた。
  課の業務実態に即し、環境行動目標を3つの重点目標として設定し、課内
に掲示するなどして周知を図っていた。ごみ分別箱、再生紙箱など細分化
され、よく整理されていた。プリンター・コピー機への「再生紙」表示、
照明のスイッチへの「節電」表示などで周知・徹底が図られていた。ま
た、嘱託員も含めた職員全員への周知が図られていた。
　紙の使用量削減のための具体的対策が必要と思われる。

≪優良事項： ０件≫
≪指導事項： １件≫
　重点目標の1つである「用紙使用量の削減」を効果的に進めるためにも、
コピーの使用量については使用実績で管理するよう指導した。
≪指摘事項： ０件≫

（民生子ども課）
　環境マネジメントシステムは、概ね良好に運用されていた。
　照明は昼休み・残業時の不要な場所の消灯など、こまめな消灯を行って
いた。PC、コピー機は省電力モードが設定されており、シールを貼ってス
イッチOFFの啓発も行っていた。ゴミの分別は細分化し実施されており、職
員の分別意識も定着していた。
　紙の使用量削減のための具体的対策が必要と思われる。

≪優良事項：　１件≫
　ゴミは可燃、不燃、プラスチック製容器包装、紙製容器包装、紙類も新
聞、書籍、再生紙、溶解、雑紙、広告、封筒と細かく分別し集積されてい
た。分別意識の職員への浸透が推し量れる。
≪指導事項：　１件≫
　毎月の紙の使用量を職員に周知し、削減目標を理解させることは、紙の
使用削減に効果があると思われる。特に数値やグラフを用いるなど、視覚
化することは、より大きな効果が期待できる。また朝礼などを活用した口
頭での啓発指導も有効と思われる。このような方法も取り入れ、職員の意
識づけを図ることが必要ではないかと思われる。
≪指摘事項：　０件≫

中村区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（まちづくり推進室）
　ゴミの分別、用紙の再利用、昼休みの部分消灯、照明の間引き、OA機器
の省エネモード設定などの取組みが適切に行われていた。
　コピー用紙の使用枚数は把握していたが、増加した理由を検討していな
かった。紙の使用量の削減につながるよう効果的な分析を行うことによ
り、使用量の一層の削減に努められたい。
≪優良事項：　１件≫
　庁内LAN（グループセッション）を活用した会議室の予約を行うなど、
ペーパーレス化に積極的に取り組んでいる。
≪指導事項：　２件≫
・監査時点で、職員に対する研修が行われていなかった。早急に実施する
ということであったが、年度開始後早い時期に実施することが効果的であ
るので、今後は実施時期も検討されたい。
・以前行われた環境監査結果を、区の部課長会などを利用して区全体に周
知することによって、職員の環境への意識を一層高めるようにされたい。
≪指摘事項：　０件≫

（福祉課）
　ゴミの分別、紙の再利用、昼休みの部分消灯、照明の間引き、OA機器の
省エネモード設定などの取り組みが適切に行われていた。また、会議など
でも封筒を何度も利用するなど、再利用の意識が高い。
　コピー用紙の使用枚数は把握していたが、増加した理由を検討していな
かった。紙の使用量の削減につながるよう効果的な分析を行うことによ
り、使用量の一層の削減に努められたい。
≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・監査時点で、職員に対する研修が行われていなかった。早急に実施する
ということであったが、年度開始後早い時期に実施することが効果的であ
るので、今後は実施時期も検討されたい。
・以前行われた環境監査結果を、区の部課長会などを利用して区全体に周
知することによって、職員の環境への意識を一層高めるようにされたい。
≪指摘事項：　０件≫

昭和区

（市民課）
　監査対象組織の業務や執務環境にあわせた目標が設定され、個々の取組
事項についても概ね適切に実施されており、環境マネジメントが良好に行
われているものと認められた。
　なお、今後、さらに環境マネジメントを有効に機能させるために、以下
の事項について提案を行った。

【提案事項】
　N-EMS実施研修について、職務の性質上、職員を一堂に会して実施するこ
とが困難であることから、資料を課内供覧する方法で実施している。より
研修の効果を上げるために、課の打ち合わせの機会を活用するなど、職員
に直接研修を行う機会を工夫すること。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

中区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

昭和区

（保健所保健予防課）
  監査対象組織の業務や執務環境にあわせた目標が設定され、個々の取組
事項についても概ね適切に実施されており、環境マネジメントが良好に行
われているものと認められた。
  なお、今後、さらに環境マネジメントを有効に機能させるためには、以
下の事項について検討を要するものと思われた。

【提案事項】
　本庁が所管する業務システム関係のパソコンについて、省エネモードの
設定が管理者権限になっており、監査対象組織で設定できない状態が見受
けられた。この設定権限を付与するか、本庁所管部署で一括設定する必要
があると思われる。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（企画経理室）
　昼休みの消灯では、執務室内全体を2系統に区分し業務に支障の無いよう
工夫がされていた。
　公用車では「プリウス」を導入、2アップ3ダウンポスター掲示、コピー
使用量情報のグラフ化掲示等により、環境マネジメントシステムの適切な
運用を確認した。

≪優良事項：　１件≫
　エコドライブマイスター認定者が、職員４名のうち３名であり、プリウ
スの導入と共に省エネ運転への積極的な取り組みがされている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（保健所　生活環境課）
　目標設定シートをもとに、研修記録、消耗品（コピー用紙）の使用状況
などの確認を行い、コピー使用量情報の掲示、ゴミの適切な区分回収等に
より、環境マネジメントシステムの適切な運用を確認した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

熱田区

（福祉課）
　区政運営方針に「環境への配慮」の項目が盛り込まれ、総務課のN-EMS担
当者が中心となって、庁内の各担当と連携を取りながら各々の目標が適切
に実施されている。
　コピー用紙を節減するため、各課の使用枚数を月別で表示するととも
に、裏紙の使用枚数記録、縮小印刷、両面印刷などを徹底している。

≪優良事項：　１件≫
　コピー用紙節減の取り組みのうち、裏紙の使用記録を行う取り組みは、
環境行動に対する職員への啓発効果が高いと思われ、優良事項として評価
した。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

瑞穂区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

熱田区

（生涯学習センター）
　市民利用施設であり、有料施設であることから利用者に不便をかけない
ように配慮しつつ省エネ等に取り組んでいるが、利用者が増え施設が活発
に使われるとエネルギー使用量が増えてしまうので、単純に前年比を下回
る成果のみ求めていくことは難しいと思われるなかで工夫していた。
　そのなかにあって、ロビーや廊下などの共用部分での節電に努め、さら
にコピー枚数やエネルギーの消費量の増減をわかりやすく表示して職員の
意識付けを図る等の取り組みを行っていた。
≪優良事項：　１件≫
　掲示してあるコピー枚数やエネルギーの消費量の表中、前年比を上回っ
ていた場合は大きく赤でマーキングし、増減状況が視覚的・感覚的に確認
しやすくしていた例を優良事項として評価した。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（市民課）
　職員用のスポットクーラーは使用禁止にしてあり、スイッチオフやOA機
器の省エネモードなどは適切に行われていた。
　また、コピー使用量などが職員の目につくところに掲示してあり、日頃
から意識できるようになっていた。特に、紙の再利用については、目標達
成に向け積極的に行い、目標を大きく上回る結果を現時点でも出してい
た。
　
≪優良事項：　２件≫
・紙の再利用は、他課からもリサイクル用紙を収集するなど積極的に行
い、現時点で、昨年度比７割と大きく縮減出来ていた。
・コピーのコスト意識啓発「1枚　○円」などを表示し、高い単価のコピー
機の使用を控え、かつ全体の使用量の縮減にも努めていた。
≪指導事項：　１件≫
　全体の取り組みとしては適切に行われていたが、照明のLED化の推進や照
明の間引き率を上げるなど、より一層の省エネの取り組みを実施していた
だきたい。
≪指摘事項：　０件≫

（保健所）
　空調の温度管理やスイッチオフ、OA機器の省エネモードなどは適切に行
われていた。
　また、公用車については、今年度低燃費・低公害車を導入するなど一部
環境対策を実施していたが、利用に際してエコドライブシールを貼りエコ
ドライブを職員に推奨するような人為的取り組みに工夫が必要と感じた。
　コピー使用量についても、前年度より増えているため、職員の目につく
ところにグラフ等で前年比較出来るように掲示し、日頃から職員が意識で
きるように努めて頂きたい。
　
≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　３件≫
・紙使用量について、前年度より増加している場合は、その原因について
分析し、数値化できるものは数値化し進捗管理すること。
・研修については、研修欠席者へのフォローや、開催時期や開催数につい
て、目標達成状況に応じた対応が必要。
・節水シールや公用車内へのエコドライブ推進シールなどの意識啓発に努
めて頂きたい。
≪指摘事項：　０件≫

中川区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（保険年金課）
　コピー使用量などが職員の目につくところに掲示してあり、日頃から意
識できるようになっていた。紙の再利用は職務上個人情報を取り扱ってい
ることなどにより少なかった。
　ゴミ箱が執務室内に必要以上に配置されているのが目についた。

≪優良事項：　１件≫
　節電のためスポットエアコンはブレーカーを予め落として使用しないよ
うにしている。
≪指導事項：　１件≫
　ゴミ箱が執務室内に必要以上に配置されており、ゴミの発生抑制、リサ
イクルの推進につながらないので改善されたい。
≪指摘事項：　０件≫

（南陽支所区民生活課）
　施設が古いということや組織変更によるレイアウト変更などの中、電灯
の間引き、窓際消灯をはじめとする工夫や細かい配慮に取り組んでいる。
　紙の使用量増加の理由が明確なので、今後削減に努めていく必要があ
る。

≪優良事項：　１件≫
　古い施設ながら工夫して環境配慮に取り組んでおり、緑のカーテンを実
施するなどの対応は評価できる。
≪指導事項：　２件≫
・紙の使用量がイベントのチラシ等により増加しているので、今後削減に
努められたい。
・組織の変更に伴い執務スペースが拡大している今年度を基本として、今
後更なる節電などの環境対策を進められたい。
≪指摘事項：　０件≫

南区

（保険年金課）
　監査対象組織の目標設定は概ね現状に合わせて適正であり、運用状況の
把握や進捗確認も適正である。環境意識の啓発は可能な限り掲示している
が、コピー枚数の前年度比較（表やグラフ化）をコピー機近くに掲示する
など工夫されたい。
　ごみの分別、紙の再利用等は、適切に行われている。
　公用車の使用頻度は少ないが、各係1名のエコドライブマイスターがいる
ことは、評価できる。
　研修については、対象者すべてが受講できるよう３回に分けるなど工夫
し実施している。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

港区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

南区

（市民課）
　可能な範囲で目標を設定し、各自がエコ意識を持って取り組んでいる。
特に紙の使用の多い職場でありながら、前年度同月との使用枚数の比較表
をコピー機近くに掲示し、意識を高める効果を狙っている点は評価でき
る。資料・マニュアル、連絡票、メモなどの両面使用の徹底が図られてい
るのは良い。
　スイッチ板へのエコシールや廃棄文書の分別、不燃、可燃の分別も実地
検査して分かりやすかった。
　強いて言うなら、倉庫の整理も徹底されるとなおいいと思う。
　出張の基本手段は自転車であり、公用車はほとんど使用しない。従っ
て、エコドライブマイスターはいないとのことなので、啓発、意識向上の
ためにも一人くらいいると良いと思われる。
　研修、意識啓発、声かけも今以上に徹底し、継続していくのが望まし
い。ゴミ箱も調べたが、資源はほとんどないのにも意識の高さが表れてい
る。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（市民課）
　業務に支障のない範囲で、環境に配慮した取り組みが実施されており、
目標シートを課内に掲示する、コピー用紙使用量をコピー機に貼り出すな
ど、職員への周知や意識啓発も行われていた。環境マネジメントシステム
はおおむね適切に運用されていたといえる。
　監査対象組織独自で管理ができるスポット冷房や用紙類に関して、より
特化した目標設定を行うことで、職員一人ひとりの意識が変わるのではな
いかと提案した。

≪優良事項：　１件≫
　裏紙用の用紙に「再利用」というゴム印を押し、誤って個人情報の入っ
た用紙を裏紙として使うことがないよう工夫されている。
≪指導事項：　２件≫
・コンセント･オフが可能なOA機器を検討し、実施をお願いしたい。
・研修記録簿は、研修実施後、速やかに作成されたい。
≪指摘事項：　０件≫

（志段味支所区民福祉課）
　監査対象組織の業務や特性を踏まえた目標設定が行われている。昼休み
の部分消灯や、自転車の利用促進に努める、研修を紙ベースでなくPCを利
用して行うなど、環境に配慮した取り組みが実施されていた。用紙の裏紙
利用やミスコピー防止の表示を行うなど、用紙類削減のための取り組みも
評価できる点である。
　今後は、PCの省エネモードの設定やOA機器のコンセント・オフなど更な
る電力の削減が見込める取組みに関して、積極的に実施すべきである。

≪優良事項：　１件≫
　研修は職員が各PCで同じ画面を見ながら講師の説明を聞く形式で行って
おり、環境に配慮した実施方法であるといえる。また、研修後にN-EMSに関
する資料を回覧することで、研修のフォローアップも行われていた。
≪指導事項：　１件≫
　PCの省エネモードの設定や、コンセント・オフが可能なOA機器を検討
し、実施をお願いしたい。
≪指摘事項：　０件≫

守山区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（市民課）
　スポット冷暖房があるが、扇風機や窓の網戸を利用し、スポット冷暖房
を使用しないことで、電気量の削減に取り組まれていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
　コピーの使用枚数の管理は行われ、各月の使用枚数が課内に掲出されて
いたが、増加した原因の分析が十分でなく、裏白の紙を集めた箱の中にコ
ピーの必要性が疑われるパソコン操作のハードコピーしたものが散見され
た。コピーの必要性の有無を確認し、廃棄物の発生抑制の取組強化を指導
した。
≪指摘事項：　０件≫

（緑保健所）
　PCに関する省エネの取組みは若干、弱かったものの、自転車の利用促進
などの取り組みが行われていた。また、デマンド計によるリアルタイムの
電力使用状況の監視体制も有効であると判断された。
　紙の利用抑制に対する意識は非常に高く、コピー機周辺にコピー利用1枚
の単価、用紙の購入状況、使用枚数（折れ線グラフ）などのデータが示さ
れていた。また、ペーパーレスの研修なども実践されていた。
　ごみ箱は課に一つのみ設置され、個人のごみは必ず持ち帰るよう警告す
る貼り紙が掲出されていた。

≪優良事項：　１件≫
　毎月1回、区役所部課長会において、保健所分について区役所とは別表
で、電気料金及び電気使用量について毎月のデータ（数値、折れ線グラ
フ、棒グラフ）が過去2か年分と一目で比較できる形で示され、継続的な意
識啓発が行われている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（保健所）
　全体的に目標設定シートに基づき良好に取り組みが実施されていた。紙
類の分別やスイッチオフなど取り組みはできているので、見やすい分類の
表示をするなどもうひと工夫することにより取り組みが徹底できると思わ
れる。紙類の分別の見やすい分類表示、PCへのスイッチオフのシールの貼
付、コピー用紙の使用量のグラフ表示を見やすいものにすることを検討さ
れたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（生涯学習センター）
　空調の温度設定ができない古い施設ではあるが、適切な管理標準が作成
され、運用管理されていた。
　こまめな電源スイッチオフや裏紙利用の推進とともに、蛍光灯の間引き
や外光を利用して廊下の大部分を消灯する等、節電に努めていた。
　市民利用施設であるが、利用者に対する節電・節水の啓発が若干不足し
ていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
　温度設定はできないが各部屋には温度計があり、夏季・冬季の設定温度
を表示するとともに洗面所には節水のスッテカーを貼付する等、利用者に
啓発する必要がある。
≪指摘事項：　０件≫

名東区

緑区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（保険年金課）
　庁舎全体のコントロールである空調など監査対象組織単独で設定できな
い部分は区役所総務課の管理に従い、また、監査対象組織で取り組める事
項は、概ね適切に目標を立て、取り組んでいる。
　区役所内の模様替えのため、照明やコンセントなど監査対象組織単独で
対応しづらいところ以外は、会議スペース近くなど執務に影響の少ない個
所の蛍光灯を間引き、使っていないコンセントのプラグを抜くなどエネル
ギー消費節約に努めている。
　紙使用の削減とともに、個人情報保護に注意して、紙の分別や裏面利用
について、努めており、毎年4月から6月にかけて紙使用量が多くなる時期
には、環境への配慮だけでなく経費節減の観点から、推進員（課長）が朝
礼で職員に紙使用の節約を注意喚起し、環境活動を指導・推進している。
　また、使用量の報告シートで、ごみ排出の項目について、資源化の行に
記入すべき数字を処分廃棄物の行に誤って記入していたので、速やかに正
しい行に修正記入することを確認した。
≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
　N-EMSの職場内研修については、業務繁忙期6～11月のため、現在のとこ
ろ、未実施であった。12月20日頃に時間を取って2係に分けて実施する予定
との説明を受けたので、研修を必ず実施し、取り組み内容等について職員
間で話し合うことが適切であると指導した。
≪指摘事項：　０件≫

（保健所）
　全体的に目標設定からその取り組みまで概ね良好に実施していることを
確認した。
　公用車については、平成24年4月からハイブリッド車1台を導入し、今後
も、更新時期にあわせて低燃費・低公害車の導入を検討しており、また、
エコドライブマイスターも係内1名を除き全員が取得している。区内の移動
には、市バスや自転車利用に努めているとのことであった。
　執務室内では、窓側や書棚近くなど執務に影響の少ない個所の蛍光灯を
間引き、エネルギー消費節約に努めている。また、業務士の作業室まで整
理整頓を行き届かせ、環境への配慮を指導・管理している姿勢が感じられ
た。
　ただ、使用量の報告シートで、消耗品の行で一行記入漏れがあったの
で、速やかに実施状況を記入することを確認した。
≪優良事項：　３件≫
・保健所内LANの共有サーバー内に共通ホームページを開設し、保健所地
図・申請用紙など職員が業務上共通に必要となる書類にアクセスできるよ
うにして、紙資料の簡易化・削減に積極的に努めている。新規・転入職員
での研修でも、この共通ホームページを説明し、その利用を促進し、コ
ピーの節約や裏紙使用の促進など紙資源の節約に積極的に取り組んでい
る。
・コピー機では、企画調査係とともに保健所内の生活環境など担当業務ご
とにパスワードで利用できるように設定してあり、係や業務ごと個別に利
用枚数を確認、利用状況を把握し、目標達成に厳しく管理・指導してい
る。コピー枚数管理について、環境への配慮だけでなく、個人情報保護の
観点からも優れた取り組みである。
・ゴミの分別では、ゴミ箱周辺の壁に大きなゴキブリの絵を掲げたり、あ
るいは、マスクは包んで捨てるなどを表示したり、保健所として環境衛生
に対する意識を常日頃から感じさせる工夫をしていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

天白区



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

子ども青少年局

（あけぼの学園）
　施設の老朽化に起因する不要なエネル
ギーロスを解消するための対策が必要であ
る。

　冷暖房用の冷温水配管に水漏
れが起きており、水道代及び灯
油代が余分にかかる事態となっ
ている。
　当該部分の配管は老朽化して
いて補修が困難な状態であり、
新たに配管を引き直す大規模な
工事か、配管工事以外の手段と
して全室にエアコンを設置する
措置を考えているが、高額な工
事となるため、実施については
現在協議中である。
　根本的な改善策として、学園
全体の改築が必要である。（現
在、改築調査を実施）

【工事】
協議中であるため、
未定

【改築】
平成25年度に引き続
き、平成26年度も調
査を実施予定

住宅都市局

（歴史まちづくり推進室）
　平成23年度の環境監査に対する改善措置
として挙げられた「目標設定シートの毎月
のチェック」について、周知はされていた
がチェックシートの活用がなされていな
かったので再度徹底されたい。

　チェックシートの活用はし
てなかったが、当室では毎日
行っている朝礼の中で、シー
トの活用とは別の方法で点検
や周知を行っていた。
　シートを活用することは、
行動目標に対する取組状況を
定期的に点検することや所属
職員へ周知することが目的で
あり、シートの活用は必須で
はないことから、これまで通
りより効果的な点検・周知に
取り組んでいく。

　　　　　―

監査事務局

（監査第二課）
　コピーや印刷物の用紙使用量を各課単位
で把握している一方で、プリンタ出力分の
用紙使用量の入力漏れが確認された。局で
一括して購入している現状を踏まえ、用紙
の購入量もしくは各課の使用量を適切に把
握できるよう検討されたい。

　プリンタ出力分の用紙使用量
については、各課プリンタのカ
ウンター機能を利用し、１２月
より局内４課ごとに集計するよ
うに改善した。

平成25年12月

教育委員会事務局

（教職員課）
　全職員への意識啓発の呼びかけが弱いよ
うであるため、係長や担当者にとどまら
ず、課全体で問題意識を共有できるよう工
夫されるとよい。

　全職員対象の研修について、分室在中の
嘱託員に対して研修を行っていなかったの
で実施されたい。

　紙の使用状況等や、ごみの分
別方法を職員の目につく場所に
掲示するなど、使用枚数の削減
や、ごみの分別について課内で
意識の共有を行った。

  研修については、分室にいる
職員も含め、全職員に対して行
うよう改めた。

平成25年11月14日

平成25年12月から

改善措置等一覧

別添３



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

教育委員会事務局

（科学館）
  産業廃棄物について、年に1回業者が処
理するまで排出箇所付近に仮保管されてい
るため、現在の保管場所もしくは特定の保
管場所を確保し、廃棄物処理法に基づいた
適正な保管をする必要がある。

　
　現在の保管場所に産業廃棄物
の保管基準に則して掲示板を設
置するなど、適正に管理を行
う。

平成25年12月27日

病院局

（東部医療センター）
　実施研修が全職員に行われていない。

　エネルギー使用量の目標との比較がされ
ていない。

　コピー使用量が、部門別に把握されてい
ない。

　今後、毎年7月に研修を実施す
るときは、院内すべての部門
（課・科・室・病棟など）に実
施を依頼し、研修記録の提出を
義務付けることで全職員への研
修実施を徹底する。

　エネルギー使用量について
は、エクセルシートに毎月使用
量を入力することで前年度との
比較を行っているが、目標との
比較はされていなかった。
　エクセルシートの様式を変更
し、目標値との比較も行える様
式とした。

　現在使用しているコピー機に
ついて、設定を変更することに
より部門別の使用量の把握が可
能となる。
平成25年度中に利便性等を検証
し、平成26年度より設定変更予
定。

平成25年11月12日

平成25年12月1日

平成26年4月1日

東区

（民生子ども課）
　保護係では、従前から、パソコンの電源
を早く来た職員が係全員分を立ち上げてい
るとのことだったので、パソコンが必要に
なったらそれぞれで立ち上げるように指導
した。

　コピー用紙使用量について、課として管
理ができておらず、課全体に使用実績の周
知がなされていなかったので、速やかに全
職員に現在の状況について周知し、注意喚
起を行うことと、コピー機付近に、月ごと
の使用量実績や月別推移、前年度との比較
などのグラフ表示等をしていただき、「見
える化」に取り組んでいただくように指導
した。

　職員ごとにパソコンを使用す
る必要がある時に、それぞれで
電源を立ち上げるよう改善し
た。

　コピー用紙使用量について、
課全体に使用実績の周知をする
ため、コピー横に月ごとの使用
量実績（月別推移）をグラフ表
示するよう改善した。

平成25年11月14日

平成25年12月3日

北区

(市民課）
　研修欠席者には文書配布だけとなってい
るが、できるだけ研修をしてほしい。

　リサイクルボックスが課内に分散してい
るので、1か所にまとめたらどうか。

　研修欠席者に個別に研修を行
う。

　課内のレイアウトを勘案し、
業務上に使用する必要数に限定
する。

平成26年度～

平成26年1月～



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

北区

（まちづくり推進室）
　コピー機使用料のグラフは少し見づら
かった。

　
　区役所全所属を一枚の用紙に
表記していたが、該当課のみの
表記とし、用紙をA4からA3に変
更し見やすいものとした。

平成25年11月28日

(まちづくり推進室）
　環境監査を受けた結果については、区役
所内の他課へも周知し、情報共有をした上
で改善の取組みを広げるよう図られたい。

　
  平成24年度に実施された環境
監査（監査対象課は、福祉課及
び支所区民生活課）の監査結果
について、部課長会で報告する
など、環境監査結果の区全体で
の共有がなかった。
本年度より、部課長会で報告す
るなど、環境監査結果の区全体
での情報共有を図る。（総務
課）
※区役所全体の事項のため、総
務課で回答した。

今回の結果について
は、平成25年12月
中。
来年度以降は、監査
結果がまとまり次
第。

（山田支所区民福祉課）
  「非グリーン購入報告書」において、安
価であることを理由にグリーン購入してい
ないものが11件あった。

  物品購入に当たっては、グ
リーン購入の趣旨を踏まえ、積
極的にグリーン商品を選択する
ことによって、グリーン購入の
普及促進に努める。

平成25年12月

（市民課）
　重点目標の1つである「用紙使用量の削
減」を効果的に進めるためにも、コピーの
使用量については、（購入実績ではな
く、）使用実績で管理するよう指導した。

　コピー用紙を購入し、受け入
れた時と保管場所の地下倉庫か
ら用紙を払い出した時に箱数を
「コピー用紙在庫チェック表」
で記録し、使用実績で管理する
よう改める。

平成25年12月

（民生子ども課）
　毎月の紙の使用量を職員に周知し、削減
目標を理解させることは、紙の使用削減に
効果があると思われる。特に数値やグラフ
を用いるなど、視覚化することは、より大
きな効果が期待できる。また朝礼などを活
用した口頭での啓発指導も有効と思われ
る。このような方法も取り入れ、職員の意
識づけを図ることが必要ではないかと思わ
れる。

　紙の使用量削減のためには、
その使用量を具体的かつ明確に
示すことが有効だと考える。
　その方策の一つとして、今
後、コピー機前にコピー使用数
をグラフ化して掲示するなどの
工夫をしながら、職員の意識付
けについて一層の啓発に努め
る。

平成25年12月13日

中区

（まちづくり推進室）
　職員に対する研修が行われていなかっ
た。早急に実施するということであった
が、年度開始後早い時期に実施することが
効果的であるので、今後は実施時期も検討
されたい。

　以前行われた環境監査結果を区の部課長
会などを利用して区全体に周知することに
よって、職員の環境への意識を一層高める
ようにされたい。

　今年中に研修を実施する。

　監査結果を部課長会で報告
し、職員会議や朝礼の場を利用
し、職員意識の向上に取り組
む。

平成25年12月

平成25年12月

中村区

西区



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

中区

（福祉課）
　職員に対する研修が行われていなかっ
た。早急に実施するということであった
が、年度開始後早い時期に実施することが
効果的であるので、今後は実施時期も検討
されたい。

　以前行われた環境監査結果を区の部課長
会などを利用して区全体に周知することに
よって、職員の環境への意識を一層高める
ようにされたい。

　今年中に研修を実施する。

　監査結果を部課長会で報告
し、職員会議や朝礼の場を利用
し、職員意識の向上に取り組
む。

平成25年12月

平成25年12月

（市民課）指摘・指導事項ではないが、改
善実施
　N-EMS実施研修について、職務の性質
上、職員を一堂に会して実施することが困
難であることから、資料を課内供覧する方
法で実施している。より研修の効果を上げ
るために、課の打ち合わせの機会を活用す
るなど、職員に直接研修を行う機会を工夫
すること。

　

　従来の資料の課内供覧に加
え、必要に応じて、毎月 終月
曜日の時間外に行われる課の打
ち合せの機会に注意喚起を行う
など、N-EMS実施研修の効果を上
げるよう取り組む。

毎月 終月曜日（不
定期）

（保健所保健予防課）指摘・指導ではない
が、改善実施
　本庁が所管する業務システム関係のパソ
コンについて、省エネモードの設定が管理
者権限になっており、監査対象組織で設定
できない状態が見受けられた。この設定権
限を付与するか、本庁所管部署で一括設定
する必要がある。

　本庁所管部署から付与される
パソコンは、原則、省エネモー
ドに設定されており、一定の省
エネ効果は期待できるが、一部
のパソコンは省エネモードの設
定につき、管理者権限により監
査対象組織で設定できない状態
になっていた。当該パソコンに
ついては、本庁所管部署へ要請
し、遠隔操作にて省エネモード
へ設定を変更した。また、長時
間離席する場合や帰宅時には、
パソコン・プリンターを電源オ
フにするように、朝礼で周知徹
底した。

平成25年11月14日

中川区

（市民課）
　全体の取り組みとしては適切に行われて
いたが、照明のLED化の推進や照明の間引
き率を上げるなどの工夫がもう少しなされ
るとよいと感じた。

　LED化については費用が膨大に
掛かるため今後順次導入を検討
していきたい。
　間引きについては職員の執務
環境や来庁者への配慮しながら
検討を行う。

LED化については今後
継続的に検討。

間引きについては今
年度中をめどに実施
を検討。

昭和区



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

中川区

（保健所）
　紙使用量について、前年度より増加して
いる時は、その原因について分析し、数値
化できるものは数値化し進捗管理すること
を勧める。
　また、目標設定シートや用紙等の使用状
況グラフを壁に添付するなど、目標を職員
へ周知する工夫も検討されると良い。

　研修欠席者へのフォローや、開催時期や
開催数について、目標達成状況に応じた対
応が必要と感じた。

　節水シールや公用車内へのエコドライブ
推進シールなどの意識啓発に努めて頂きた
い。

　使用料の月別使用状況を記録
し、使用量の把握を行う。
コピー使用実績を使用量の推移
をグラフにし、コピー機のそば
の壁に掲示するなど、目に見え
る形で職員に周知し注意喚起を
する。
　併せて所内の会議などで使用
量の推移の経過を報告し、職員
への周知を図る。

　日頃の朝礼の場などで責任者
が積極的に状況の説明をし、職
員の環境に対する意識向上を図
る。
　研修の実施時期を年度初めに
行うようにする。

　節水シール・エコドライブ推
進シールを貼り、職員の意識啓
発に努める。

平成25年12月中

平成25年12月中

平成26年4月

平成25年12月13日

（保険年金課）
　ゴミ箱が執務室内に必要以上に配置され
ており、ゴミの発生抑制、リサイクルの推
進につながらないので改善されたい。

　ごみ箱を課でまとめて現行の3
分の1程度に減らし、安易にごみ
箱に捨てることのないよう配慮
し、ごみの削減やリサイクルに
繋げていく。

平成26年1月

（南陽支所区民生活課）
 紙の使用量がイベントのチラシ等により
増加しているので、今後削減に努められた
い。

 組織の変更に伴い執務スペースが拡大し
ている今年度を基本として、今後更なる節
電などの環境対策を進められたい。

　両面印刷や必要分のみの印
刷、また、内容改善や効率的な
会議運営などでできる限り紙使
用量の削減に努めます。

　今年度の実績をしっかりと分
析し、今後より質の高い目標を
設定し、省資源・省エネルギー
に取り組む。

平成26年度

平成26年度

守山区

（市民課）
　コンセント・オフが可能なOA機器を検討
し、実施をお願いしたい。

　研修記録簿は、研修実施後、速やかに作
成されたい。

　業務上支障のない機器につい
ては、コンセントオフするよう
取り組む。

　研修記録簿は、研修実施後速
やかに作成するよう改善する。

平成25年12月

随時実施

港区



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

守山区

（志段味支所区民福祉課）
　PCの省エネモードの設定や、コンセン
ト・オフが可能なOA機器を検討し、実施を
お願いしたい。

　省エネモード未設定のPCを確
認し、省エネモードを設定し
た。
コンセント・オフが可能なOA機
器については、帰庁時に電源プ
ラグを抜くことを課内に呼びか
けた。また、「帰庁時、コンセ
ント・オフ！」のシールを作成
し、各自PCの気付きやすい位置
に貼った。

平成25年11月27日

緑区

（市民課）
　コピーの使用枚数の管理は行われ、各月
の使用枚数が課内に掲出されていたが、増
加した原因の分析が十分でなく、裏白の紙
を集めた箱の中にコピーの必要性が疑われ
るパソコン操作のハードコピーしたものが
散見された。コピーの必要性の有無を確認
し、廃棄物の発生抑制の取組強化を指導し
た。

　コピーの印刷は、その必要性
について十分に精査し、枚数
も、使用後に無駄とならないよ
う、極力少なくすること、ま
た、両面コピーを徹底し、個人
情報に十分配慮した上で、裏面
を積極的に利用するよう朝礼に
て呼びかけた。

平成25年12月6日

（生涯学習センター）
　温度設定はできないが各部屋には温度計
があり、夏季・冬季の設定温度を表示する
とともに洗面所には節水のスッテカーを貼
付する等、利用者に啓発する必要がある。

　各部屋に夏季28度、冬季18度
の温度設定を表示した。
　洗面所に節水の表示をした。
　上記の方法で利用者に節電・
節水を呼び掛けた。

平成25年12月4日

天白区

（保険年金課）
　N-EMSの職場内研修については、業務繁
忙期6～11月のため、現在のところ、未実
施であった。12月20日頃に時間を取って2
係に分けて実施する予定との説明を受けた
ので、研修を必ず実施し、取り組み内容等
について職員間で話し合うことが適切であ
ると指導した。

　今年度については、右記の日
程にて実施予定であり、来年度
以降は、早い時期に実施できる
よう係会や朝礼等を活用する。

平成25年12月17日
（保険係）
平成25年12月19日
（管理係）

名東区


