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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 26 年 10 月 23 日から 11 月 25 日まで 

 

（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、各局区室 N-EMS 事務局から推薦を受けた６２課公所（詳細は「別添１」のとお

り） 

 

（４）環境監査員 

  各局区室 N-EMS 事務局から推薦を受け、環境監査研修を受講したと認められる課長級

職員６２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の確認を主な目的とし、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、取組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２２件／指導事項２８件／指摘事項２件） 

区分 優良事項 指導事項 指摘事項 

目標設定 １ ２ ― 

取組状況 １１ １１ ― 

研修 ３ ２ ― 

文書の管理 ２ ― ２ 

運用管理 ― ２ ― 

点検及び評価 ３ ７ ― 

役割及び責任 ― １ ― 

環境監査 ３ ３ ― 

 ※指摘事項とは「法令が遵守されていないなど、是正措置が必要と判断される事項」、指導事項とは

「環境マネジメントについて、見直しや改善が望まれる事項」、優良事項とは「取組に創意工夫が見ら

れ、特に活動結果に成果が見られるなど、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＞ 

○独自の取組事例として、火葬炉から排出されるばい煙について、年 2

回調査を実施しており、その調査結果を市公式ウェブサイトにて公表

していた。 

＜取組状況＞ 

○職員の環境意識の高揚を図るための取組として、毎年、エコ川柳を職

員から募集しており、優秀作品はポスターにして職場に掲出していた。

環境について職員が親しみを感じることができるユニークな取組であ

った。 

○定時退庁日の呼びかけや、昼休み等における電気消灯は、総務課長自

らが、3 課の事務室をまわり率先して行っていた。 

○業務に使用する乾電池を、全て充電式電池に切り替えて、環境への配

慮が実施されていた。 

○デマンド監視装置の有効利用により、電気使用量が削減されている。

＜研修＞ 

○エコドライブマイスターについて、これまで 2 名取得しているとのこ

とであったが、さらに今年度に 1 名を受講させる計画を立てていた。

また、このエコドライブマイスターが朝礼の機会を捉えて職員に話を



- 3 - 

する啓発活動にも力を入れていた。 

○研修を朝礼時、5 回に分け実施しているだけでなく、その後にも復習

を行っており、職員の意識を高める努力がされている。 

＜文書管理＞ 

○庁舎・職場に関するマニュアルを共用フォルダに格納し、周知徹底が

図られている。 

＜点検及び評価＞ 

○従来、紙で各局へ配布していた監査報告書を、平成 26 年度からは、デ

ータ化して文書管理システムで送付しており、紙使用量及びコピー機

電力使用量の削減が図られていた。 

○月ごとに環境配慮行動に関する課題を設定し、全職員に電子メールで

の共有と掲示で周知徹底が図られていた。 

○燃費の悪い車を保管転換により燃費のよい車に変更したり、新たに自

転車を購入し積極的に利用したことにより、ガソリン使用量の削減に

努めた。 

指摘・指導事

項 

＜目標設定＞ 

○各課ごとの数値による目標設定がされていない。 

＜取組状況＞ 

○ごみの削減について、ごみの集積場所での分別状況を確認したところ、

可燃ごみの回収ボックスにリサイクルできる古紙が混入している状況

が見受けられた。今後、さらに分別が徹底されるよう検討されたい。

＜研修＞ 

○期限内に研修を実施していなかったので、実施するよう指導した。 

＜運用管理＞ 

○管理標準が適切に作成（更新）、保管されていなかった。そのため、

管理標準に沿った運用管理も行われていなかった。管理標準を適切に

作成し、空調設備や給湯設備など管理標準に沿って計測、記録等を行

い、適正に運用管理を行われたい。 

○薬品が保管されている保管庫に薬品名の表示がなかったり、小さすぎ

たりするので改善されたい。 

＜点検及び評価＞ 

○課の特性を考慮した電気・ガス・水道使用量の目標を設定するととも

に、運用実績を分析・評価し。改善につなげることが望まれる。 

○今年度の実績データの一部がなく、正確に把握するよう指導した。 

＜役割及び責任＞ 

○コピーの使用量を複数の課、トータルではなく所属ごとに記録し、使

用量削減の取組をお願いしたい。 
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＜環境監査＞ 

○市全体の監査結果の周知がされておらず、活かされていない。 

 

 

 

（２）改善措置等 

１８課公所において、３０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。 

昨年度に引き続いて今年度も、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結果、省エネ法で定められている管理標準の更新がされていない

という指摘事項があったため、施設の担当者は改めてチェックを実施することが望ま

れる。 

今年度の監査では、昨年度の監査結果と同様の指導・指摘（期限内に研修を実施し

ていないなど）がみられることから、来年度にむけて監査のフィードバックをしっか

り実施していくことが重要である。 

また、昨年度に比べ、他の部署の参考となる優良事項が減っている。これは昨年度

まで優良事項として監査報告書に掲載した取組が定着してきたとも考えられるが、所

属独自の創意工夫が減っているともいえるため、各所属において環境配慮の取組とし

てできることがないかを、改めて検討していただきたい。 

 

    



 
 

監査対象課公所 

     監査対象          監査員 

局区室 課公所 局区室 監査員役職 

会計室 審査課 
教育委員会事務局 

企画経理課長 

市長室 広報課 学校教育部学校保健課主幹 

総務局 
地域委員会制度準備担当部 

消防局 
情報指令課長 

大都市・広域行政推進室 救急部救急課長 

財政局 

契約監理課 

上下水道局 

営業課長 

栄市税事務所徴収課 
経営本部企画部主幹（環境活

動推進・技術調整） 

市民経済局 
産業労働課 

交通局 
営業本部企画財務部主幹 

中小企業振興センター 施設事務所長 

環境局 
大気環境対策課 会計室 審査課長 

瑞穂環境事業所 市長室 秘書課長 

健康福祉局 
監査室 

総務局 
総務課長 

八事霊園・斎場管理事務所 統計課長 

子ども青少年局 
児童虐待対策室 

財政局 
財政課長 

東保育園 契約監理課長 

住宅都市局 
企画保全課 

市民経済局 
主幹（企画・外郭団体） 

下之一色都市整備事務所 総務課長 

緑政土木局 
自転車利用課 

環境局 
地域環境対策課長 

守山土木事務所 公害保健課長 

市会事務局 総務課 
健康福祉局 

総務課長 

監査事務局 特別監査室 高齢福祉課長 

人事委員会事務局 任用課 
子ども青少年局 

総務課長 

病院局 総務課 子育て支援課長 

教育委員会事務局 
学校整備課 

住宅都市局 
企画経理課長 

鶴舞中央図書館 緑都市整備事務所長 

消防局 
予防部予防課 

緑政土木局 
技術指導課主幹 

西消防署 緑地管理課長 

上下水道局 
営業課 市会事務局 総務課長 

千種営業所 監査事務局 監査第一課長 

交通局 
安全監理課 人事委員会事務局 次長 

軌道事務所 病院局 総務課長 

 

 
 
 

別添１



 
 

 

  監査対象          監査員 

局区室 課公所 局区室 課公所 

千種区 
企画経理室 

守山区 
総務課長 

保健所生活環境課 区民福祉課長 

東区 
企画経理室 

西区 
市民課長 

保険年金課 山田支所区民生活課長 

北区 
総務課 

中村区 
総務課長 

企画経理室 保健所次長 

西区 
民生子ども課 

東区 
企画経理室長 

保険年金課 保険年金課長 

中村区 
総務課 

北区 
保険年金課長 

保健所企画調査係 保健所生活環境課長 

中区 
企画経理室 

中川区 
企画経理室長 

保健所企画調査係 生涯学習センター館長 

昭和区 
まちづくり推進室 

名東区 
企画経理室長 

民生子ども課 保健予防課長 

瑞穂区 
市民課 

緑区 
保健所次長 

福祉課 区民生活課長 

熱田区 
企画経理室 

港区 
民生子ども課長 

市民課 港農政課長 

中川区 
農政課 

中区 
民生子ども課長 

富田支所 生涯学習センター館長 

港区 
民生子ども課 

熱田区 
福祉課長 

福祉課 保健所次長 

南区 
総務課 

天白区 
生涯学習センター館長 

保健所 市民課長 

守山区 
保健所 

千種区 
企画経理室長 

生涯学習センター 保健所生活環境課長 

緑区 
福祉課 

瑞穂区 
総務課長 

保険年金課 企画経理室長 

名東区 
まちづくり推進室 

昭和区 
総務課長 

保健所生活環境課 市民課長 

天白区 
保健所生活環境課 

南区 
企画経理室長 

保健所保健予防課 保健所保健予防課長 



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

会計室

（審査課）
　環境への意識が高く、目標設定シートに沿った取組が実施され、定着し
ているように見受けられた。
　昼休みの職場消灯について、特定の人が実施するのではなく、当番を設
け、課長を含め、毎日交代で実施することで、すべての職員への意識定着
を図っていた。
　研修は推進員が講師となり、プロジェクターを用いて、ペーパーレスで
実施されていた。研修資料の内容に加え、課の目標設定についても説明を
行っているとのことであり、内容が充実していることもうかがわれた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

市長室

（広報課）
　おおむね目標に沿った取組が行われていた。
　コピー用紙の使用量を月ごとに集計し、コピー機横に掲示して意識啓発
が図られていた。
　紙類の分別がわかりやすく示されており、適切に裏面使用、リサイクル
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

（地域委員会制度準備担当部）
　目標設定は、実情に応じて適切になされており、目標達成に向けてそれ
ぞれの取組事項に部全体として常に意識を持って取り組んでいる姿勢がう
かがわれた。
　定時退庁の徹底について、該当日の朝礼時での職員への呼びかけを実施
し、啓発に努めていた。
　昼休みの消灯について、担当者を決め、責任を持って適切に実施されて
いた。
　パソコンの省エネモードの設定を変更し、省エネに努めていた。
　コピー用紙の使用抑制について、過去３年の使用量を表にして掲示する
など、使用量の把握、周知に積極的に取り組んでいた。
　紙ファイルの再利用に積極的に取り組んでいた。
 昨年度の環境監査報告書について、職員に周知し、他所属の優良事項を紹
介するなど、意識高揚に努めていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

監査結果一覧
別添２



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

総務局

（大都市・広域行政推進室）
　目標設定は、実情に応じて適切になされており、目標達成に向けてそれ
ぞれの取組事項に室全体として常に意識を持って取り組んでいる姿勢がう
かがわれた。
　定時退庁の徹底について、今年度、該当日の朝礼時での全室員への呼び
かけの実施や月ごとに超過勤務実績状況の表を室内に掲示し、啓発に努め
ていた。
　昼休みの消灯について、担当者を決め、責任を持って適切に実施されて
いた。
　ミスコピーの防止、各種電源オフ、ごみの分別などの啓発メッセージが
随所に確認でき、啓発に努めていた。
　紙ファイルの再利用に積極的に取り組んでいた。
　昨年度の環境監査報告書について、他所属の監査所見の要所にマーキン
グして室員に周知しており、意識高揚に努めていた。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（契約監理課）
　環境活動の取組については、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：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（栄市税事務所徴収課）
　執務スペースはよく整理整頓されており、増加傾向にある電力使用量に
対する分析から、使用量の低減に向けた方策を検討しているなど、環境活
動に対する取組意識の高さが感じられた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

財政局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（産業労働課）
　目標は各々の事情に考慮しつつ局N-EMS担当課において設定されていた。
また、監査対象課は平成25年度の組織改正による新設組織であるため、平
成25年度は目標値設定が事実上行われていなかった。N-EMS担当課において
は、より効果的な組織別の目標設定について検討されたい。
　コピー等の利用実績を毎月大きなグラフにして掲示しており、また掲示
直後には朝礼において課内周知を図っているということであった。
　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。
　裏紙利用及びパソコンの省エネモードについて目視により確認した。
　研修は9月内に朝礼においてパソコン画面を利用して推進員及び担当職員
により実施されていることを確認した。
　研修報告書等が適切に作成、保管されていることを確認した。
　用紙類使用量の実績については平成26年度上半期分は、対前年度△0.7％
の目標に対して約4割増となっていた。しかしながらその要因は把握されて
おり、使用量を抑制するべく、実績データと推進員からのコメントを掲示
し、朝礼で啓発を行っているとのことであった。
　昨年度及び今年度に作成した印刷物の在庫（配布残数）は非常に少な
かった。配布先の在庫状況を適宜調査することも検討されたい。
　監査結果の優良事例を取り入れ、推進されていることを確認した。（守
山区における裏紙利用の取組の横展開）

≪優良事項：　２件≫
・ 「行動目標設定シート」も活用するなどして、各個人の率先行動をうな
がしている点は高く評価できた。
・ 環境局から示された他局の優良事例を取り入れ、職員全員が日常行動の
なかで実行していることがよくわかった。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（中小企業振興センター）
　当該組織は、経営・金融・法律相談等を通じて中小企業を支援するとい
う事業を行っており、その性格上、事務量が景気に大きく左右されるとい
う特徴がある。そのため、例えば紙の使用量についても年度によってばら
つきが大きいなど、年度ごとに目標を設定し管理するということが容易で
ないことが分かった。そのような状況の中でも、今回の監査を通じて、独
自の取組や工夫が見受けられるなど、N-EMSの取組に対して積極的な姿勢が
感じ取られた。

≪優良事項：２件≫
・職員の環境意識の高揚を図るための取組として、毎年、エコ川柳を職員
から募集しており、優秀作品はポスターにして職場に掲出していた。環境
について職員が親しみを感じることができるユニークな取組であった。
・エコドライブマスターについて、これまで２名取得しているとのことで
あったが、さらに今年度に１名を受講させる計画を立てていた。また、こ
のエコドライブマスターが朝礼の機会を捉えて職員に話をする啓発活動に
も力を入れていた。
≪指導事項：１件≫
・ごみの削減について、ごみの集積場所での分別状況を確認したところ、
可燃ごみの回収ボックスにリサイクルできる古紙が混入している状況が見
受けられた。今後、さらに分別が徹底されるよう検討されたい。
≪指摘事項：０件≫

市民経済局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（大気環境対策課）
　森林認証製品の利用や裏紙利用の徹底、ごみの分別等もしっかり行われ
ており、局独自の取組としてもLEDや断熱シートの利用等がなされていたこ
とから、環境配慮に率先して取り組む環境局の課として全体的に意識の高
さがうかがえた。
　紙の使用量については、年度ごとでグラフ化され分析されていたが、今
年度に関するものがなかったので、今年度実績についてもグラフ化等し、
職員全体で把握することが望ましい。
　エコドライブマイスター取得者が育休中で不在とのことであったので、
他の職員も取得すると良いと感じた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（瑞穂環境事業所）
　設定した目標に基づく取組状況については、浴室のシャワー・カランを
節水タイプのものに取り替えて水道使用量の削減を図ったり、施設内のご
み箱に分別表示を分かりやすく表示してごみの分別を徹底したりするな
ど、いくつかの効果的な取組が行われていたが、エコドライブの実践等に
ついて、業務効率を優先するためとして取組が徹底されていない事項もあ
り、実施方法について工夫が必要と思われる。
　また、外壁につる性植物による緑のカーテンを設置して冷房効率の向上
を図ったり、雨水タンクを設置して雨水の有効利用を図ったりするなどの
独自の取組も行っていた。
　職員に対する研修については、朝礼において研修を行い、未受講者に対
しても対応をしたことを確認した。また、新規採用者１名に対しても入門
研修を実施したことが確認できた。研修を受講した職員に質問を行ったと
ころ、趣旨を理解し取組の必要性を認識していることが確認できた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・ガス、電気等の使用実績について、増減についての分析がされていな
かった。原因を分析し、使用量削減の取組に反映させるよう改善された
い。また、ごみの資源化量については、毎月同じ数字が報告されていた。
実績把握の方法の見直しを検討されたい。
≪指摘事項：　１件≫
・管理標準が適切に作成（更新）、保管されていなかった。そのため、管
理標準に沿った管理運用も行われていなかった。管理標準を適切に作成
し、空調設備や給湯設備など管理標準に沿って計測、記録等を行い、適正
に管理運用を行われたい。

健康福祉局

（監査室）
　目標設定は、実情に応じて、また職員同士での検討のうえ設定されてお
り、目標達成に向けてそれぞれの取組事項に室全体として常に意識を持っ
て取り組んでいる姿勢がうかがわれた。
　文書については共有データサーバーを活用する等、紙の使用量の削減へ
の意識を持って取り組んでいる姿勢がうかがわれた。
　また印刷用紙について、プリンター・コピー機の基本設定が裏面活用紙
に設定されていたり、各種電源オフ、ごみの分別などの啓発メッセージが
随所に確認でき、啓発に努めていた。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

環境局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

健康福祉局

（八事霊園・斎場管理事務所）
　目標は、実情に応じて設定されており、目標達成に向けてそれぞれの取
組事項に室全体として常に意識を持って取り組んでいる姿勢がうかがわれ
た。また独自の取組事例として、法的義務はないが、火葬炉から排出され
るばい煙について、年２回調査を実施しており、その調査結果を市公式
ウェブサイトにて公表していた。
　昼休みの消灯について、昼休み中も来客があるため消灯できないが、来
客のない所長室は昼休みは消灯を行い、執務中も支障のない範囲で部分消
灯を行うなど、出来る限り配慮がされていた。
　印刷時の裏面活用、空調温度の適切な設定などの啓発メッセージが随所
に確認でき、啓発に努めていた。

≪優良事項：１件≫
・独自の取組事例として、火葬炉から排出されるばい煙について、年２回
調査を実施しており、その調査結果を市公式ウェブサイトにて公表してい
た。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（児童虐待対策室）
　前年度までの実績や取組状況を評価し、用紙類等について適正な目標設
定がなされていた。
　所属職員が少ないこともあり、N-EMS研修は各自がパソコン画面を見なが
ら行う等、日常的に用紙の使用量縮減に向けた取組をしていることがうか
がえた。また、コピー機周辺にコピーの使用量等が掲示されており、かつ
推進員が前年度比増減理由等を分析し、朝礼等の折をみて周知するなど、
所属員への意識啓発も十分であった。
　ごみの分別、使用済み用紙の分類などについても、所属員への周知が行
きとどいていた。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（東保育園）
　前年度までの実績や取組状況を評価し、用紙類等について適正な目標設
定がなされていた。
　施設運用に係る管理基準についてもよく周知されており、点検表などに
基づき日常的に適正な管理運営がなされていた。
　N-EMS研修も適正に実施されており、用紙の使用量等について推進員が前
年度比増減理由等を分析し、職員会議等で周知するなど、職員の意識啓発
は十分であった。
　ごみの分別、使用済み用紙の分類などについても、所属員への周知が行
きとどいており、地域の廃品回収などを活用するなど、環境配慮を心がけ
ていた。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

子ども青少年局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（企画保全課）
　紙の使用量については、課全体の業務量が年々増加していく中、過去の
実績を把握した上で、過去3年の平均を超えないように目標を設定してい
る。また行動目標についても適切に設定されている。
　研修は、未受講者が出ないよう2回に分けて行われていた。講師と受講者
がディスカッションをするなど内容が濃い研修を行っていた。ディスカッ
ションでは、太陽光発電の専門的知識を持つ技師がおり、かなり詳しい意
見交換があったほか、家庭における緑のカーテンの継続性に関する意見交
換もあった。
　一般的な省エネのほか、パイプファイルの再利用も行われていた。
　スイッチオフシールなど省エネに関する掲示、行動目標実施チェック表
の掲示、毎月の紙の使用量の推移の掲示がされてあり、啓発が適切に行わ
れていた。
　用紙のリサイクル、廃棄物の保管については、分別ボックスが設置され
適切に管理されていた。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（下之一色都市整備事務所）
　次年度以降事業が増えることが見込まれるため、紙の使用量・公用車の
燃料使用量等の目標値は平成25年度の実績値よりも高い数値になっている
が、裏紙利用などで紙の使用量を抑えているほか、公用車の使用も乗り合
いなどにより減らす努力をしており、その上での目標設定となっている。
　一般的な省エネについては適切に取り組んでおり、職員の環境配慮への
意識も確認できたため研修は効果的に行われていると思われる。また、紙
の購入に関しては、配送による温暖化ガスの発生を抑制するため、必要な
分をまとめて一括購入をしているほか、公用車について目的地が近い場合
は乗り合わせるなどにより稼動を抑え、温暖化ガスの発生を抑える努力を
している。エコドライブマイスターについても11人中4人が取得し、今年度
も2名が講習を受ける予定をしており、意識は高い。
　また、エネルギー消費に関しては、未使用の部屋の消灯や、扉やトイレ
の便座の開け閉めを徹底し、エネルギー効率を上げている。
　スイッチオフシールなど省エネに関する掲示、行動目標実施チェック表
の掲示、毎月の紙の使用量の推移の掲示がされてあり、啓発が適切に行わ
れていた。
　用紙のリサイクル、廃棄物の保管については、分別ボックスが設置され
適切に管理されていた。
　透水性の舗装を導入してあった。

≪優良事項：１件≫
・過去の監査報告書を参考に、緑のカーテン作りを通じて遮光による省エ
ネに取り組んでいた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

緑政土木局

（自転車利用課）
　実績、業務に照らし、N-EMSにおける課の目標が適切に設定されているか
どうかを確認した。
　離席者のパソコンの電源オフの状況の確認等日常業務における環境配慮
の取組について、ヒアリングと目視で確認を行った。
　研修計画の実施状況をヒアリングで確認した。
　目標の達成状況の確認、未達成事項に対する分析及び対策の実施の有無
等について、ヒアリングで確認した。
　監査事項については、全てにおいて適切（評価は適合）であった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

住宅都市局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

緑政土木局

（守山土木事務所）
　実績、業務に照らし、N-EMSにおける課の目標が適切に設定されているか
どうかを確認した。
　公用車の適正な運用の確認等日常業務における環境配慮の取組をヒアリ
ングと目視で確認した。
　研修計画の実施状況について、ヒアリングを行った。
　エネルギー使用設備の稼働について、手順等が示され適切に管理されて
いるかどうかをヒアリングと目視で確認した。
　目標の達成状況の確認、未達成事項に対する分析及び対策の実施の有無
等について、ヒアリングを行った。
　監査事項については、全てにおいて適切（評価は適合）であった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

市会事務局

（総務課）
　消灯の習慣やコピー用紙使用量削減の意識を職場内で共有するためのさ
まざまな努力・工夫がみられた。執務室内には「1時間30分以上席を離れる
場合はパソコン電源OFF」と具体的な離席時間を示す掲示があったり、フ
ラットファイル保管場所には、再利用優先を呼びかける紙が、目に入る位
置に分かりやすく貼付されていたりと、細かい取組にも意識が向けられて
いることが確認できた。
　研修については、紙使用量削減の観点から紙の代わりにパワーポイント
を用いて行われている他、受講機会を確保するために２回に分けて実施時
間を設定している点が評価できる。

≪優良事項：１件≫
・定時退庁日の呼びかけや、昼休み等における電気消灯は、総務課長自ら
が、３課の事務室をまわり率先して行っていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

監査事務局

（特別監査室）
　消灯の習慣やコピー用紙使用量削減の意識を職場内で共有するためのさ
まざまな努力・工夫がみられた。
　前年度の監査で同局が指摘を受けた、一部のプリンターの用紙使用量を
N-EMS実績入力に反映していなかった点については、指摘を受けた月以降、
即改善が見られ、現在は適切に使用量が把握されている。
　研修については、朝礼での実施に加え、イントラのN-EMSのページの存在
を知ってもらう目的も兼ねて、再度イントラで研修資料を確認するよう周
知されている点や、推進員が受講者一人一人から感想を聞くなどして、積
極的に環境配慮について考える体制がとられている点が評価できる。

≪優良事項：１件≫
・従来、紙で各局へ配布していた監査報告書を、平成26年度からは、デー
タ化して文書管理システムで送付しており、紙使用量及びコピー機電力使
用量の削減が図られていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫



局区室名 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

（任用課）
　目標については目標設定シートを利用して適切に設定されており、パソ
コンの休止モードの徹底や節電やごみの分別などといった取組がなされて
いた。
　研修については入門研修、実施研修ともに推進員より紙ベースではなく
データを利用して適切に実施されていた。
　所属の主業務となる採用試験関係の案内や申込みを、紙ベースは 小限
までに削減して、市公式ウェブサイトの利用を積極的に行っていた。

≪優良事項：　１件≫
・昨年度に優良事例とされたフラットファイルの再利用や印刷枚数に応じ
たリソグラフやコピー機の使い分けによるコスト削減が実施されていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

病院局

（総務課）
　目標については課長やN-EMS担当を中心に適切に設定され、目標設定シー
トに基づいたパソコンの休止モードの徹底やごみの分別や節電、電子デー
タでの情報共有等といった取組がなされていた。
　研修については入門研修の実施時期が6月とやや遅いものの、パワーポイ
ント資料を電子データで共有したうえで推進員より適切に研修が実施さ
れ、未受講者へのフォローも十分であった。
　毎月8日の環境保全の日を利用して、推進員より環境配慮行動の実施状況
について話があり、職員の環境配慮行動の意識づけができていた。

≪優良事項：　１件≫
・月ごとに環境配慮行動に関する課題を設定し、全職員に電子メールでの
共有と掲示で周知徹底が図られていた。
≪指導事項：　１件≫
・昨年度指導のあった、「コピーの使用枚数の所属別の把握」が対象課で
もできていなかった。
≪指摘事項：　０件≫

教育委員会事務局

（学校整備課）
　ごみの分別や用紙の再利用などは適切に行われていた。また自転車の積
極的な利用等により、ガソリンの削減にも取り組んでおり、環境配慮に努
めていた。しかし、研修については朝礼の中で5分間実施されただけで、N-
EMSの研修資料も各自での閲覧を指示するなど取組が不足していると思われ
るため、課全体で問題意識を共有できるような取組が必要である。

≪優良事項：　１件≫
・燃費の悪い車を保管転換により燃費の良い車に変更したり、新たに自転
車を購入し積極的に利用したことにより、ガソリン使用量の削減に努め
た。
≪指導事項：　１件≫
・全職員が参加できるよう、研修開催時期や開催数について対応が必要で
ある。また未受講者には文書配布ではなく、再度研修を行うとともに、研
修報告書の作成が必要である。研修資料については、用紙類削減の観点か
ら電子媒体の利用が望まれる。
≪指摘事項：　０件≫



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

教育委員会事務局

（鶴舞図書館）
　事務室内では環境活動の現状や紙の使用量に対する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態にあった。また市民利用施設
においても利用に支障のない範囲で照明器具の間引き点灯を実施するな
ど、環境活動に取り組んでいると感じられた。しかし、館自体の電気・ガ
ス・水道使用量の目標が設定されておらず、運用実績を評価できない状況
であった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・図書館の特性を考慮した電気・ガス・水道使用量の目標を設定するとと
もに、運用実績を分析・評価し、改善につなげることが望まれる。
≪指摘事項：　０件≫

（予防部予防課）
　研修内容を課員が再度確認できるように、資料を書面（６シート／枚、
両面コピー）で回覧し、全員の確認印で確認していた。
　印刷物の使用量が前年度に比べて大幅に増加している理由は確認。（市
民周知すべきパンフレット類が予算化されたため、その実施に伴って印刷
物が増加した）
　ごみの分別収集をわかりやすくするために、それぞれのごみ箱に、分別
すべきごみのサンプルを示して、分別が徹底されるように努力されてい
た。
　推進員が、課員全員に対して、市役所職員として、環境負荷の軽減に向
けた意識を率先して有するように、機会をとらえて、徹底しているとの説
明を受けた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（西消防署）
　電力、ガス、水道使用量を本署、出張所単位で毎日記録すると共に、局
内システムの共有フォルダー上で情報共有を行っている。
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく排出事業者としての認
識を正確に有しており、マニフェスト等も正確に保管されていた。
　24時間運用を行っている部屋の電灯を蛍光灯からLEDに交換すると共に、
エアコンにも省エネ対策としてフィルター清掃を勧めるシールが張られて
あった。
　推進員及び推進員の下で具体的な対応策を進めている職員の意識が高
く、決められた目標の達成に向けて、 大限の努力で取り組んでいる姿勢
を確認することができた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

消防局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（営業課）
　上下水道局では、局をあげて環境活動に取り組んでおり、営業課におい
ても、局の環境活動の方針に基づき取組がなされている。具体的には、営
業課では、毎月、役職者、係員による環境対策会議が開かれ、実績の報
告、具体的な対策が話し合われ、その結果は職員に周知され、環境活動の
取組が行われている。
　目標設定は、前年度の事情を勘案して適切に設定されており、目標に
そって具体的な環境活動の取組がされている。実績に対する点検・評価も
適切に行われ、改善すべき点についても速やかに職員に周知され、対応が
なされている。また職員への研修等も適切に行われている。
　以上のとおり、環境監査項目に対しては、いずれも適合しているものと
判断する。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（千種営業所）
　上下水道局では、局をあげて環境活動に取り組んでおり、千種営業所に
おいても、局の環境活動の方針に基づき取組がなされている。具体的に
は、営業所では、毎月、役職者、係員による環境対策会議が開かれ、実績
の報告、具体的な対策が話し合われ、その結果は職員に周知され、環境活
動の取組が行われている。
　目標設定は、前年度の事情や施設の状況を勘案して適切に設定されてお
り、目標にそって具体的な環境活動の取組がされている。実績に対する点
検・評価も適切に行われ、改善すべき点についても速やかに職員に周知さ
れ、対応がなされている。また職員への研修等も適切に行われている。
　以上のとおり、環境監査項目に対しては、いずれも適合しているものと
判断する。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

交通局

（安全監理課）
　目標については前年度数値などを参考に適切に設定されており、コピー
用紙使用量の管理が課のみならず局全体として厳しく行われていることが
わかった。
　研修については部長自らが講師を務め、また復習も行うなど、熱心に環
境対策に取り組む様子が伺われた。
　そのほか、節電やパソコンのスリープモードの徹底やごみの分別などと
いった取組がなされていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

上下水道局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

交通局

（軌道事務所）
　前年度の紙使用量増加に対して、職員に当該実績を周知し、決裁の一部
電子化を進め、年間の使用量が削減されていた。
　コピー用紙使用量は、各職場への払出枚数により、記録、把握、分析さ
れており、必要以上に払い出しを行わないようにして、環境配慮への取組
を職員に意識させていた。
　目標設定について、局で「市バス・地下鉄事業」としての目標を設定し
ているため、施設としての目標は設定していないとのことであるが、局の
目標に沿って、環境に対する取組がなされていた。しかしながら、施設と
しての目標がないと、当該施設の取組を評価することが難しいため、施設
として独自の目標を設定することを提案した。

≪優良事項：１件≫
・業務に使用する乾電池を、全て充電式電池に切り替えて、環境への配慮
が実施されていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（企画経理室）
　課の業務の内容や執務環境に応じた目標が設定されている。
　昼休みの職場消灯やパソコンやOA機器等の電源オフも徹底されているほ
か、見えやすい場所に貼り紙をするなど、適切な意識啓発が行われてい
た。
　今後はごみの分別の徹底や用紙の使用量の分析を工夫するなど、職員の
意識向上に努められたい。

≪優良事項：　１件≫
・研修を朝礼時、５回に分け実施しているだけでなく、その後にも復習を
行っており、職員の意識を高める努力がされている。
≪指導事項：　２件≫
・ごみの分別が可燃ごみの一部で徹底されていなかった。ごみの分別を徹
底するような仕組みづくりや周知を実施されたい。
・コピーの使用量を複数の課、トータルではなく所属ごとに記録し、使用
量削減の取組をお願いしたい。
≪指摘事項：　０件≫

（保健所生活環境課）
　課の業務の内容や執務環境に応じた目標が設定されている。
　昼休みの職場消灯や自転車をつとめて使用するなどの取組の他、公用車
については、１台を低公害車にするなど、環境にも配慮されていた。
　また、コピー機の近くに使用量を掲示したり、エアコンのスイッチ近く
に電力使用量のグラフを掲示したりして意識啓発をしていた。
　ごみの分別も徹底されており、事務室は全体がよく整理整頓され、職員
の意識の高さがうかがえた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・薬品が保管されている保管庫に薬品名の表示がなかったり、小さすぎた
りするので改善されたい。
≪指摘事項：　０件≫

千種区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（企画経理室）
　裏紙使用やコピー方法（２up、４up）、メールによる文書回覧などの用
紙の使用量削減や、昼休み時間の部分消灯など、キャッチコピーやシール
で、無駄な紙や電力使用をなくすように職場として意識づけの取組がなさ
れていた。また、イベントで使用する案内表示なども、使い回しすること
で、無駄なごみの発生をなくすよう取り組まれており、日頃からもエコ
バックの利用を啓発するなど、管理者がエコマインドの醸成に努めている
ことが感じられた。
　また、用紙類の使用量の前年比増は、業務量の増加に伴う封筒類の増加
によるもので、コピーミス等に起因するものではなく、全ての項目で、適
合しているものと認められる。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（保険年金課）
　保険年金課という常に窓口にお客様がたくさんいる職場の状況に応じ
て、環境に関する目標設定し、管理することを心がけていた。現場の状
況、職務内容から必要な部分はしっかり確保しながら、コピーミスをなく
す取組・バックヤードの照明の間引きなど無駄による浪費をなくすように
努力するなどメリハリのある取組がなされていた。また古紙の資源化など
のリサイクルのための整理箱については、きれいに整理整頓がされるとと
もに具体例を示しながらわかりやすく使いやすいものとなっていた。
　これらのことから、環境に関する取組が管理者だけでなく職員に幅広く
浸透していると感じられた。優良事項として特筆すべき事項はなかった
が、必要なことは確実に実施されており、観察項目すべてにわたって適合
しているものと認めた。

≪優良事項： ０件≫
≪指導事項： ０件≫
≪指摘事項： ０件≫

北区

（総務課）
　冷暖房の集中管理、エレベーターホールの照明の間引き、エレベーター3
基のうち1基を休止など、庁舎の特性を生かして、市民の方への利用サービ
スの低下をしない範囲で積極的に環境に配慮した取組がされていた。
　照明のLED化については、講堂などの電球は実施されていたが、避難誘導
灯や蛍光灯照明は未実施なので、さらなる推進が望まれる。
　また、電子決裁率が他の区役所に比べてやや低いため、さらなる取組を
進めていただきたい。公用車については、ディーゼル車への買い替えで燃
費効率が良くなったほか、公用車自体の利用の削減に努め自転車の利用を
促進した結果、ガソリン・軽油の使用量が前年度に比べて大幅に削減され
ていた。
　環境マネジメントシステムは、色々と工夫され、良好に運用されてい
た。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

東区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

北区

（企画経理室）
　外光を取り入れることによって窓際の照明を間引きしたり、コピー機使
用量の掲示をするなど、電気・用紙類使用量ともに、環境に配慮した取組
がされていた。少人数の課でできることが限られる中、再利用用紙は“裏
面に必ず斜線を入れる”、“白い面を上にする”等のルール化を行って利
用しやすいようにしたり、コピー機使用量はただ掲示するのではなくコ
ピーカード置場に掲示したりするなど、随所に工夫が見られ、職員の意識
の高さがうかがえた。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。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（民生子ども課）
　昼休み時、残業時の不要な照明機器の消灯を行っている。
　不在時のパソコンのモニターオフを行っている。
　コピー数の削減のため、コピー機のところに過去の使用量のグラフを掲
示し、見える化を図り啓発に努めている。
　リサイクルボックス、ごみの分別容器が整理されている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・今年度の目標達成状況のデータの一部がなく、正確に把握するよう指導
した。
≪指摘事項：　０件≫

（保険年金課）
　コピー数の削減のため、コピー機のところに両面コピーの推奨やミスコ
ピーを防ぐための枚数確認を促すシールを貼るなど啓発に努めている。
　リサイクルボックス、ごみの分別容器が整理されている。
　研修を適切に実施している。
　照明のスイッチが複雑でわかりにくいため効率的な照明の利用ができな
かったところを、スイッチの上に図を掲示することにより、照明の効率的
に利用できるよう改善した。

≪優良事項：　１件≫
・複雑な照明スイッチを効率的に使用するため、スイッチの上に図を掲示
することで職員誰もが照明の効率的利用ができるようにした。
≪指導事項：　１件≫
・提供資料に前年度上半期のデータの記載がなく、前年度の目標達成状況
を正確に把握するよう指導した。なお、職場には前年度・今年度実績を記
載した表が掲示されていた。
≪指摘事項：　０件≫

西区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（総務課）
　環境に配慮した取組が実施されており、特に節電に対する職員の意識の
高さがうかがえた。
　電力デマンド監視装置をただ設置するのではなく、担当職員の目でしっ
かりとグラフ等を確認し上限を超えることがあればそのつど直接現場へ行
き指導を行っていた。また、閉庁後や昼休憩時における消灯、冷房の使用
中止を徹底し、電気使用量の削減を実施していた。それらの取組の結果、
今年度上半期の電気使用量は昨年度と比べ大幅に削減されていた。
　エレベーターの使用に関して階段の使用を職員に呼びかけているが、ほ
とんど荷物を持っていない状態で職員がエレベーターを使用している姿を
見ることがあるという話があり、掲示や朝礼等での呼びかけをさらに徹底
することが望まれる。

≪優良事項：　２件≫
・上記の通り電力デマンド監視装置の有効利用により、電気使用量が削減
されている。
・研修未受講者に対して、資料を配布するだけでなく個別で研修を行って
いる。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（保健所企画調査係）
　全体として環境に配慮した取組がなされている。節電に対する意識と紙
の使用量に対する意識の高さがうかがえた。エアコンについて担当者がフ
ロア全体の温度管理等を行っており、また、閉庁後の消灯についても徹底
していた。さらに使用中でない機械のコンセントは確実に抜いてあった。
　紙の使用についても印刷機とコピー機のコスト差を示し、枚数が多くな
れば印刷機を使用するように促す掲示がなされていた。
　そのほかにも公用車の使用削減に関して管理簿に記載し、朝礼等でも呼
びかけるなど積極的に実施していた。
　また、廃棄物に関するマニフェストや劇物の管理も徹底されていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

中区

（企画経理室）
　省電力化と用紙の節約に努める取組が積極的に実施されている。廊下は
来庁者に不便とならない箇所は消灯し、執務スペースでも支障のない範囲
で減灯し、昼休みの消灯も徹底させている。特に用紙の節約に関しては、
コピー機の近くの壁面に、月別で前年度比が一目でわかるグラフを張って
所属職員に強力な注意喚起を促し、現に用紙の使用実績は減少している。
　また、使用後の紙の分別・リサイクル化、あるいはごみの分別も細分化
した上で、きちんと行われている。

≪優良事項：　１件≫
・用紙の節約に関しては、コピー機の近くの壁面に、月別で前年度比が一
目でわかるグラフを張って所属職員に強力な注意喚起を促し、業務量の変
化は特にないとのことであるが、現に用紙の使用枚数は減少している。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

中村区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

中区

（保健所企画調査係）
　全体の温度管理は総務課が一括して実施している。照明の部分消灯やOA
機器の省エネ、公用車の使用抑制など、省エネルギーの取組は適切に行わ
れていた。
　また、区役所全体の用紙購入を企画経理室で一括購入し、経費削減と使
用抑制を図っている。そして、執務室内にエネルギーや用紙の節約に努め
る標語などが各所に掲示され、職員の環境配慮の考えは浸透しているよう
に思われる状況であった。
　全体の取組としては適切に行われていたので、今後は照明のLED化の推進
や市の他の環境監査結果の分析などにより他の進んだ省エネ対策を取り入
れるなど、より一層の省エネの取組を実施していただきたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・印刷物や用紙類の購入・使用について、事業実施前にその都度必要量を
購入しているが、年間購入数量を把握して前年と比較し使用抑制を図ると
いう観点は不十分に見受けられた。
≪指摘事項：　０件≫

（まちづくり推進室）
　全体としては、過去の監査実績や業務に照らし合わせて適切に取組を
行っていた。コピー機使用枚数は年々減少してきているが、今後、数値目
標を設定すれば、さらに職員の環境負荷削減への意識向上に繋がると思わ
れる。
　また、市全体の環境監査の結果を参考にして、様々な取組を推進してい
たほか、推進員が朝礼等の機会をとらえて継続的にN-EMSに対する意識啓発
を行っていたことは、実効性の高い取組といえる。
　
≪優良事項：　１件≫
・過去の市全体の環境監査の結果を参考にして、様々な取組を行ってい
た。特に、壁スイッチ横に室内レイアウト表示して、いつどの照明を消灯
すべきか一目でわかるように掲示していたこと、室内の目立つ場所に使用
済みのフラットファイルを置いて、再利用を推進していたことは評価でき
る。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（民生子ども課）
　全体としては、過去の監査実績や業務に照らし合わせて適切に取組を
行っていた。コピー機使用枚数は年々減少している。今後、数値目標を設
定すれば、さらに職員の環境負荷削減への意識向上に繋がると思われる。
　嘱託職員併せて37名の課員がおり、一同に介しての会議が難しいとのこ
とで、朝礼等の機会をとらえて適宜意識啓発を行っている点、注意喚起の
掲示物、コピー機、パソコン、壁スイッチへのひと言「スイッチオフ」
「リセットボタンを押してコピーしましょう」などの注意書きなど様々な
工夫が施されていた点は評価できる。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・ごみの分別で、ごみ箱に紙の小片がわずかに混入見られたが、雑古紙を
わかりやすく表示することでより、分別が的確にされるものと思われる。
また目標に挙げられていた帰宅時のパソコンのコンセントオフの取組が不
十分であった。
≪指摘事項：　０件≫

昭和区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（市民課）
　窓口のお客様が絶えることない状況の中においても、可能な範囲で環境
マネジメントシステムが運用されていた。
　スイッチオフシールは貼ってあり、スリープモードを設定している。コ
ピー機には「 後にリセット」表示あり、事務室以外の部屋の電気は消灯
を心がけ、蛍光灯を間引いている。
　コピーについては、10枚以上はリソグラフを使用することが望まれる。
また、職員の理解を深めるために研修方法の工夫が望まれる。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（福祉課）
　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。
　コピー機には「 初と 後にリセット」表示があり、用紙の裏面使用が
できるようになっていた。10枚以上はリソグラフを使用することとしてい
た。昼休みは、昼窓用にカウンターは点灯したままだが事務室側は半分消
灯していた。
　職員への意識付けのため、パソコンリースの更新後もスイッチオフシー
ルを貼ることが望まれる。
　実施研修について、内容が地球温暖化の概要の説明のみにとどまってい
るため、実際の取組に活かせるような内容で研修を行われたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（企画経理室）
　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。
　ごみの減量については、ごみ箱をフロアで共通使用しており、ごみの分
別と減量に積極的に取り組んでいた。また、コピー用紙の使用量は企画経
理室分を把握し、課内に掲示して周知に努めていることは評価できるが、
コピー機の周囲にも同様の掲示がされているとなお良かった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪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。
　ごみ箱は課で管理しており、分別も徹底されていた。コピー用紙の使用
量については、組織改編により、人員と業務量が増大したため増加した
が、コピー用紙の使用量を継続的に把握しているのであれば、コピー機の
周囲に掲示することにより減量意識の向上につなげてもらいたい。また、
職員研修に参加できなかった職員には、環境意識向上に向けて文書回覧以
外の方法を検討してもらいたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

熱田区

瑞穂区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（農政課）
　適正に目標設定されており、さらに課独自に重点目標『書庫のスイッチ
オフ』を定めて取り組んでいることは評価できる。
　緑のカーテンの実施、地産地消フェアにおいてゼロエミッションイベン
トを目指し、ごみ持ち帰り、マイバッグ持参の呼びかけ、イベントチラシ
の配布先を調整するなどによる印刷枚数の削減に努めるなど、職員の環境
配慮に対する意識も高く感じた。
　今後は数値化できる目標等を掲げることにより、より一層の意識向上に
繋げてもらいたい。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（富田支所区民生活課）
　支所に配布されたイベントチラシ等のうち、裏面利用可能な色紙につい
ても再利用しており、コピーの印刷単価２円／枚をコピー機付近に明示す
るなど積極的に紙節減に努めていた。また、照明点灯の区域をスイッチ付
近に掲示したり、推進員がこまめに巡回し、トイレ消灯の確認や空調の調
整をするなど、細かな積み重ねで電力削減の効果をあげていた。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（民生子ども課）
　ごみの分別、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組が適切に行われていた。
　コピー用紙の使用量の把握、原因についても理由が明確なため、紙の使
用量の削減につながるよう資料の簡略化など検討いただき、使用量の一層
の削減に努められたい。
　ごみ箱の配置をさらに集中化し、所属全体でごみの発生抑制に努めてい
ただきたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（福祉課）
　ごみの分別、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組みが適切に行われていた。
　コピー用紙の使用量は把握していたが、増加した原因分析が不十分だっ
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。
　ごみ箱の配置をさらに集中化し、所属全体でごみの発生抑制に努めてい
ただきたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

港区

中川区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（総務課）
　省エネ全般に関しては、こまめな消灯の励行や駐車場電灯のLED化、環境
の日の効果的な周知などの地道な取組のほか、冷暖房の17時停止や3階部分
への緑のカーテン設置など、画期的な取組も同時に行われており、高いレ
ベルにあると言える。
　しかし、ごみの発生抑制や資源化については、ハード面の整備は行き届
いているが、職員一人ひとりへの浸透度は高いとは言えず、指導の強化や
継続的な点検管理の必要性を感じた。
　また、用紙の適正使用に関する取組も、利用抑制策としては十分ではな
い。

≪優良事項：１件≫
・南区役所合同庁舎では、緑のカーテンを3階部分にも設置している。庁舎
の構造がそれを可能にしているわけであるが、通常であれば区役所を訪れ
た市民の目にしか触れることのない取組が、目の前の幹線道路を行き交う
車からもハッキリと確認できる。
≪指導事項：１件≫
・紙類の分別棚や分別用ごみ箱は、使い勝手の良いものが設置されている
が、分別の誤りや個人ごみの排出などの不徹底が見られた。
≪指摘事項：０件≫

（保健所）
　空調を集中管理し、会議室の切り忘れの防止などをこまめにしていた。
　一部LEDランプが導入され、さらに導入が進むよう予算要求している。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・期限内に職員研修を実施していなかったので、実施するよう指導した。
≪指摘事項：　０件≫

守山区

（生涯学習センター）
　施設の設備、業務内容及び執務環境に応じた目標が設定され、職員は、
離席時におけるパソコンの電源オフやエレベーターの不使用など日常的な
環境配慮行動に取り組んでいるほか、市民利用施設として利用者に対して
も節電、節水、ごみ等の持ち帰りの徹底を呼びかけるなど、環境配慮に関
する啓発が行き渡っていた。また、前年度に照明・空調設備が更新されな
がら、省エネ効果を享受できなかった反省のもと、環境配慮を目的にした
マニュアルを整備し、職員間で共有化してエネルギー使用量の減量化に取
り組んでいた。
　その一方で、下記のとおり、ごみ減量・資源分別に係る意識の改善が必
要と考えられる状況や、法令が遵守されておらず早急な是正が必要な状況
が認められたところである。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・可燃ごみ袋に新聞紙が捨てられ、狭小な執務室内にごみ箱が3つも備えら
れていた。
・次記「指摘事項」のとおり管理標準が作成されておらず、N-EMS関係文書
の整合が図られているとは認められない。
≪指摘事項：　１件≫
・省エネ法に基づく管理標準が作成されていなかった。

南区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

守山区

（守山保健所）
　目標設定については業務内容や執務環境に応じた目標が設定されてい
た。
　昼休み時の職場の部分消灯や業務では自転車を利用するなど環境に配慮
されていた。
　また、印刷室やコピー機、リソグラフ機本体に月毎の印刷枚数の実績等
の一覧表とグラフが掲示されており、職員の節約意識が高まるような工夫
がなされていた。
　ごみ等の分別や資源のリサイクルについても、分別用ごみ箱など利用し
て適切に行われていた。
　劇物に該当する薬品の管理や感染性廃棄物やＰＣＢ汚染物などの特定管
理産業廃棄物についてもそれぞれの法律に基づいて適正に管理がされてい
た。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（福祉課）
　環境マネジメントシステムについて、設定した目標の理解が不足してい
る点もあったが、概ね適切に目標を設定し取り組んでいる。
　法令違反等はなかったが、改善が望まれる事項があった。（内容は下記
指導事項に記載）
　意見として、裏紙が置いてある籠の位置をコピー機近くに移動すること
で、全職員がより利用しやすくなると思われる。また、N-EMS研修にて、確
認した省エネ行動を職場内で実践することが勧められる。（パソコンへス
イッチオフシールの貼付など）

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・公用車の利用について、利用を控えるなど環境配慮に努めていたが、管
理利用簿の表紙に「毎月８日は車の利用を控えましょう」など注意喚起の
紙を貼るなどさらなる工夫・改善をされたい。（⇒すみやかに注意喚起の
紙を貼って改善された。）
・エコドライブマイスターの研修を受講した職員がないため、今後受講さ
れたい。
≪指摘事項：　０件≫

（保険年金課）
　環境マネジメントシステムについて、設定した目標の理解が不足してい
る点もあったが、概ね適切に目標を設定し取り組んでいる。
　法令違反等は無かったが、改善が望まれる事項があった。（内容は下記
指導事項に記載）
　意見として、収納徴収業務の成果を上げていくためには、バイク等の運
行量が増加することもあるが、ガソリン使用量の削減の工夫について検討
されたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・不要になっていると思われる蛍光灯が残置されているので、カウンター
業務や業務効率を考慮した上で、当該箇所の蛍光灯の取りはずしを行うこ
とを検討すべきである。
・公用車使用の目標設定が、「事務連絡車がない」という設定になってい
るので、基本的には「８の日に使用しない」ことの徹底か、意識啓発を行
うという目標設定にすべきである。
≪指摘事項：　０件≫

緑区



局区室名 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）
　リサイクルなどで他の模範となるところがある一方、若干、改善が望ま
れる部分もあった。

≪優良事項：　１件≫
・リサイクル用の古紙の分類が分かりやすく表示されている。
≪指導事項：　２件≫
・エコスタイル期間が終了しているにも関わらず、卓上広告が出されたま
まになっているので、撤去願いたい。
・昼休みに特定の職員が部分的に消灯しているが、他の職員でもスムーズ
に行うことができるよう、どの照明を消すべきかスイッチに表示をしてい
ただきたい。
≪指摘事項：　０件≫

（生活環境課）
　監査対象組織の業務や職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る。ごみ類や、紙類の分別は、見
やすい表示がされるなど、資源の再利用に対して、意識の高さが感じられ
る。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

天白区

（保健所生活環境課）
　数値による具体的な目標設定は保健所全体で行っており、各課ごとの目
標設定は行っていない。
　各課ごとにリサイクルボックスを設置し、無駄な印刷・コピーのないよ
う周知徹底、徹底的に裏紙利用を行っている。
　保健所全体として庁舎・職場に関する決まり事を網羅したマニュアルを
作成し、これをイントラの共用フォルダに格納している。随時更新も可能
であり、必要な時に簡単に参照できるためとても有用と思われる。

≪優良事項：　１件≫
・庁舎・職場に関するマニュアルを共用フォルダに格納し、周知徹底が図
られている。
≪指導事項：　３件≫
・各課ごとの数値による目標設定がされていない。
・目標設定がないこともあり、課単位での運用実績の分析・評価等が明確
になっていない。
・市全体の監査結果の周知がされておらず、活かされていない。
≪指摘事項：　０件≫

名東区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

天白区

（保健所保健予防課）
　数値による具体的な目標設定は保健所全体で行っており、各課ごとの目
標設定は行っていない。
　各課ごとにリサイクルボックスを設置し、無駄な印刷・コピーのないよ
う周知徹底、徹底的に裏紙利用を行っている。
　保健所全体として庁舎・職場に関する決まり事を網羅したマニュアルを
作成し、これをイントラの共用フォルダに格納している。随時更新も可能
であり、必要な時に簡単に参照できるためとても有用と思われる。
　薬物等の保管・管理は規程に従い、確実に行われていた。

≪優良事項：　１件≫
・庁舎・職場に関するマニュアルを共用フォルダに格納し、周知徹底が図
られている。
≪指導事項：　３件≫
・各課ごとの数値による目標設定がされていない。
・目標設定がないこともあり、課単位での運用実績の分析・評価等が明確
になっていない。
・市全体の監査結果の周知がされておらず、活かされていない。
≪指摘事項：　０件≫



局区室 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

市民経済局

（中小企業振興センター）
≪指導事項：１件≫
・ごみの削減について、ごみの集積場所で
の分別状況を確認したところ、可燃ごみの
回収ボックスにリサイクルできる古紙が混
入している状況が見受けられた。今後、さ
らに分別が徹底されるよう検討されたい。

　ごみの分別について、職員に
紙製容器包装の混入が無いよ
う、朝礼の場を利用してあらた
めて周知を行った。またごみの
集積場所に環境局で作成してい
る「事業系ごみ・資源の分け
方」を掲示することで、分別方
法を確認できるように改善し
た。

平成26年11月20日

環境局

（瑞穂環境事業所）
≪指導事項：　１件≫
・ガス、電気等の使用実績について、増減
についての分析がされていなかった。原因
を分析し、使用量削減の取組みに反映させ
るよう改善されたい。また、ごみの資源化
量については、毎月同じ数字が報告されて
いた。実績把握の方法の見直しを検討され
たい。

≪指摘事項：　１件≫
・管理標準が適切に作成（更新）、保管さ
れていなかった。そのため、管理標準に
沿った管理運用も行われていなかった。管
理標準を適切に作成し、空調設備や給湯設
備など管理標準に沿って計測、記録等を行
い、適正に管理運用を行われたい。

　使用実績についてグラフに表
して可視化することにより、原
因分析や使用料削減の取組みに
利用するようにする。
　ごみの資源化量の桁数につい
て、現行より１つ下の位まで見
ることとする。

　管理標準を作成する。また、
管理標準にそって管理運用を行
う。

平成27年1月5日

平成26年12月26日

病院局

（総務課）
≪指導事項：　１件≫
・昨年度指導のあった、「コピーの使用枚
数の所属別の把握」が対象課でもできてい
なかった。

　現在管理部では、2課1室が同
じ執務室で執務を行い、コピー
機も同じ部門として共用してい
る。また、支払いも課室ごとで
はなく管理部として一括で支
払っている。
　毎月のコピー使用量をグラフ
化（月別推移・過去2年度比較）
し、全ての職員に周知、意識付
けを行うことにより、コピー削
減を行っている。（前年度比で
約９％削減）
　また、各課室別に使用量を把
握するためには導入費用等別途
経費が必要となるため、引き続
きコピーの必要性の精査、両面
コピーの徹底、裏面の積極的利
用等を進め、管理部全体として
更なる削減に取り組んでいく。

平成27年度

改善措置等一覧

別添３



局区室 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

（学校整備課）
≪指導事項：　１件≫
・全職員が参加できるよう、研修開催時期
や開催数について対応が必要である。また
未受講者には文書配布ではなく、再度研修
を行うとともに、研修報告書の作成が必要
である。研修資料については、用紙類削減
の観点から電子媒体の利用が望まれる。

　
　今後、研修を実施するとき
は、なるべく多くの職員が揃う
時期・時間帯を考慮し日程を決
める。
　欠席者がいるときは個別に研
修を実施し、全職員への研修実
施を徹底した上で研修報告書を
作成する。
　研修資料については電子媒体
を利用する。

平成27年度から

教育委員会事務局

（鶴舞図書館）
≪指導事項：　１件≫
・図書館の特性を考慮した電気・ガス・水
道使用量の目標を設定するとともに、運用
実績を分析・評価し、改善につなげること
が望まれる。

　
　昨年度使用量の実績を基に目
標値を設定し、分析を行う。
　また、分析の結果、改善方法
について検討していく。

平成26年12月16日

（企画経理室）
≪指導事項：　２件≫
・ごみの分別が可燃ごみの一部で徹底され
ていなかった。ごみの分別を徹底するよう
な仕組みづくりや周知を実施されたい。

・コピーの使用量を複数の課、トータルで
はなく所属ごとに記録し、使用量削減の取
組をお願いしたい。

　これまでも掲示してきた分別
方法について、分別保管場所に
わかりやすく、かつ見やすく掲
示しなおすとともに、朝礼の場
で、改めてごみ・資源の分別の
徹底を呼びかけた。

　これまでも、コピー使用量に
ついて毎月の増減を把握し、そ
の理由を分析するとともに、減
量に取り組んできたところでは
あるが、総務課と企画経理室の
両課室における合計使用量の把
握にとどまってきたことに対す
る今回の指摘を踏まえ、それぞ
れ単独で把握することができる
ようにし、減量に取り組むこと
ができるよう改めることとし
た。

掲示しなおし
平成26年12月11日
呼びかけ
平成26年12月16日

コピー機調整期日
平成26年12月26日

（保健所生活環境課）
≪指導事項：　１件≫
・薬品が保管されている保管庫に薬品名の
表示がなかったり、小さすぎたりするので
改善されたい。

　検査室の薬品保管庫に表示が
なかったので表示を行った。

平成26年12月19日

(民生子ども課）
≪指導事項：　１件≫
・今年度の目標達成状況のデータの一部が
なく、正確に把握するよう指導した。

　
　今年度4から9月までのごみの
排出（用紙の資源化）量が未入
力であったため、データの更新
を行った。

平成26年12月4日

(保険年金課）
≪指導事項：　１件≫
・提供資料に前年度上半期のデータの記載
がなく、前年度の目標達成状況を正確に把
握するよう指導した。なお、職場には前年
度・今年度実績を記載した表が掲示されて
いた。

　今年度のN-EMS実績において、
前年度上半期実績の入力が漏れ
ていたので修正した。今後は、
この様な入力漏れがないよう入
力・確認の徹底をし、前年度の
目標達成状況を正確に把握する
よう職員に周知した。

平成26年12月4日

千種区

西区



局区室 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

（保健所企画調査係）
≪指導事項：　１件≫
・印刷物や用紙類の購入・使用について、
事業実施前にその都度必要量を購入してい
るが、年間購入数量を把握して前年と比較
し使用抑制を図るという観点は不十分に見
受けられた。

　印刷物や用紙類について前年
度使用量の比較は既に行なって
いたが、より一層の使用抑制を
図るためコピー用紙の月別使用
量をグラフ形式で掲示するな
ど、職員に周知していく。

平成27年3月

昭和区

（民生子ども課）
≪指導事項：　１件≫
・ごみの分別で、ごみ箱に紙の小片がわず
かに混入見られたが、雑古紙をわかりやす
く表示することでより、分別が的確にされ
るものと思われる。また目標に挙げられて
いた帰宅時のパソコンのコンセントオフの
取組が不十分であった。

　指摘のとおり、誤ってゴミ箱
へ入れてしまうケースがあるの
で、雑紙を混入しないよう、表
示を明確にするとともに、朝
礼、会議等で職員へ周知徹底す
る。
　帰宅時のパソコンのコンセン
トオフについても、朝礼、会議
等で職員へ周知徹底する。

平成26年12月

（総務課）
≪指導事項：１件≫
・紙類の分別棚や分別用ごみ箱は、使い勝
手の良いものが設置されているが、分別の
誤りや個人ごみの排出などの不徹底が見ら
れた。

　朝礼等で分別の徹底や個人の
ごみを持ち帰ることを改めて周
知するとともに、紙類の分別箱
の分別表示を大きく、また分か
りやすいものにして、間違えて
入れないように工夫する。

平成26年12月22日

（保健所）
≪指導事項：　１件≫
・期限内に職員研修を実施していなかった
ので、実施するよう指導した。

　平成26年10月17日に研修を実
施した。今後は、期限内に実施
する。

平成26年10月17日。
今後は年1回、9月中
に実施する。

南区



局区室 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

（福祉課）
≪指導事項：　２件≫
・公用車の利用について、利用を控えるな
ど環境配慮に努めていたが、管理利用簿の
表紙に「毎月８日は車の利用を控えましょ
う」など注意喚起の紙を貼るなどさらなる
工夫・改善をされたい。

・エコドライブマイスターの研修を受講し
た職員がないため、今後受講されたい。

　より環境への配慮に努めるよ
うに、公用車使用予約簿及び管
理利用簿の表紙に「毎月8日は車
の利用を控えましょう」と紙を
貼り注意喚起をする。

　今年度の講習は終了している
ため、来年度の講習を受講す
る。

平成26年11月19日
（即日実施）

平成27年度

（保険年金課）
≪指導事項：　２件≫
・不要になっていると思われる蛍光灯が残
置されているので、カウンター業務や業務
効率を考慮した上で、当該箇所の蛍光灯の
取りはずしを行うことを検討すべきであ
る。

・公用車使用の目標設定が、「事務連絡車
がない」という設定になっているので、基
本的には「８の日に使用しない」ことの徹
底か、意識啓発を行うという目標設定にす
べきである。

　指摘のあった蛍光灯について
は、取りはずしを行う。

　公用車使用の目標設定を「基
本的に８の日に使用しない」と
いう目標設定に修正する。

平成26年12月19日

平成26年12月19日

守山区

（生涯学習センター）
≪指導事項：　２件≫
・可燃ごみ袋に新聞紙が捨てられ、狭小な
執務室内にごみ箱が３つも備えられてい
た。

・次記「指摘事項」のとおり管理標準が作
成されておらず、N-EMS関係文書の整合が
図られているとは認められない。
≪指摘事項：　１件≫
・省エネ法に基づく管理標準が作成されて
いなかった。

　
　可燃ごみ収集箱に廃棄されて
いた新聞紙については、当セン
ターの主催講座で油の拭き取り
に使用したもので、汚れが他に
付着するおそれがあるため、講
座の運営担当者がたまたま可燃
ごみとして処分したものであっ
た。今後は誤った仕分けをしな
いよう徹底する。
　執務室のごみ箱の件について
は、市民利用の集会室等にはご
み箱を設置しておらず、持ち
帰ってもらうよう広報してい
る。可燃ごみの集積場所は、利
用者がごみを投棄するのを避け
るため利用者の目に付かない場
所に設置してあり、職員が頻繁
に投棄していると利用されてし
まうので事務室で出たごみは一
時保管し閉館時などに投棄して
いる。ごみの量から減らしても
支障はないので今後は2つに減ら
すこととする。

　直ちに、管理基準を作成し
た。

平成26年12月6日

平成26年12月7日

平成26年12月15日

緑区



局区室 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

名東区

（まちづくり推進室）
≪指導事項：　２件≫
・エコスタイル期間が終了しているにも関
わらず、卓上広告が出されたままになって
いるので、撤去願いたい。

・昼休みに特定の職員が部分的に消灯して
いるが、他の職員でもスムーズに行うこと
ができるよう、どの照明を消すべきかス
イッチに表示をしていただきたい。

　直ちに撤去した。

　直ちに部分消灯の表示を行っ
た。

平成26年11月20日

平成26年11月21日

（保健所生活環境課）
≪指導事項：　３件≫
・各課ごとの数値による目標設定がされて
いない。

・目標設定がないこともあり、課単位での
運用実績の分析・評価等が明確になってい
ない。

・市全体の監査結果の周知がされておら
ず、活かされていない。

　数値目標を設定する。

　

　毎月行う課全体会議及び毎日
行う朝礼で情報を適宜周知し、
職員の現状認識と問題意識を高
め環境改善につなげる。

平成27年度から実
施。
（実績の把握は平成
26年度から行う。）

（保健所保健予防課）
≪指導事項：　３件≫
・各課ごとの数値による目標設定がされて
いない。

・目標設定がないこともあり、課単位での
運用実績の分析・評価等が明確になってい
ない。

・市全体の監査結果の周知がされておら
ず、活かされていない。

　月ごとのコピーの使用枚数を
数値目標として掲示し、課内に
周知する。目標値は平成26年度
実績の5%減とする。

　朝礼・課内会議の場で周知し
ていく。

平成27年1月から実
施。

天白区


