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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 27 年 10 月 29 日から 12 月 15 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６４課室公所（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６４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。 



- 2 - 

また、今年度は、用紙類の使用状況についても以下のとおり監査を実施 

区分 主なチェック内容 

全体 
所属の用紙類の使用状況を把

握し、削減に努めているか 

所属の用紙類使用の現状（増減）や、削減

目標を知っているか確認する。 

コピー用

紙 

両面印刷、両面コピー、裏紙利

用が徹底されているか 

コピー機やプリンターに裏紙がセットされ

ているか確認する。 

リサイクルボックスや溶解文書に、片面印

刷のものや裏紙利用できるものが含まれて

いないか確認する。 

不要な印刷やコピーをしてい

ないか 

リサイクルボックスや溶解文書に同じもの

が何枚も含まれていないか確認する。 

その他 
削減に向けてどのような取組

が実施されているか 

上記以外に、用紙類の削減に向けて実施さ

れている取組について確認する。 

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１８件／指導事項１８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 ２ ５ ― 

取組状況 ７ １０ １ 

研修 １ ― ― 

文書の管理 ２ ― ― 

運用管理 １ １ １ 

点検及び評価 ３ ― ― 

役割及び責任 １ １ ― 

環境監査 １ １ ― 

※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。 
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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＞ 

○各目標をコピー機及びプリンター付近に掲示し、各職員がいつでも

確認し意識できるように努めている。 

＜取組状況＞ 

○ごみの分別については、個々のごみ箱の上に具体例を記載した表示

がされており、分別がしやすいよう工夫がされていた。

○独自の取組事例として、用紙類使用量の削減に向け、コピー機におけ

る職員毎の印刷回数データをシステムから抽出することで、個々の

職員が実績を把握し、特に増加している職員には、要因の分析と対策

を行うように課全体として取り組まれていた。

○用紙使用量削減のため電子決裁の利用を推進しており、平成 26 年度

は局全体で電子決裁が 75.89%を占めている。

○プリントする際にパソコン画面に必ず印刷確認画面が表示されると

ともに、プリンターも職員証による個人認証後にプリントする仕組

みになっており、用紙類削減に対する職員の意識を高める工夫がさ

れている。

○空調について、各部屋で制御できるようになっているが、中央制御も

行っており、各部屋の温度が過度な設定をしている場合は、温度の高

低を中央で制御している。 

＜研修＞ 

○ローテーション職場において、全職員に研修を確実に実施できるよ

う、通常業務と研修を組み込み、また、随時、朝礼で必要な情報につ

いて職員間で共有できる体制が構築されていた。 

＜文書管理＞ 

○環境配慮計画（目標設定シート）や用紙使用量の状況等を所属掲示板

等のシステムを活用し、いつでも職員が確認できるよう工夫されて

いた。 

＜点検及び評価＞ 

○業務上、公用車の利用が多いことを踏まえて、乗り合わせによる公用

車の利用を促進するなど、積極的に運用改善に努めている。 

＜環境監査＞ 

○独自に作成し全職員が携帯する「西部ハンドブック」に、廃棄物の分

別方法などについて詳しく記載しており、職員がいつでも確認でき

るようにしていることは、職員の意識を高めるうえで果的であると

思われる。 
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指摘・指導事

項 

＜目標設定＞ 

○用紙類使用量のうちコピー用紙については、コピー機を他課と共同

で使用していることもあり把握ができていなかった。今後、実績を把

握し、目標を設定するよう指導した。

○紙の使用について、使用量記録ボードに各月ごとの目標を掲出され

たい。

○目標設定シートが作成されておらず、作成を指導した。

○目標設定さ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。また、公用車使用の目標設定が「事務連絡車はない」

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にすべきである。 

＜取組状況＞ 

○裏紙の利用については職員が適宜、裏紙の保管場所から持ち出して

使用している状況であり、コピー機やプリンターに裏紙がセットす

ることでさらなる取組の実施が望まれる状況であった。さらに、リサ

イクルボックス及び溶解文書の中に同じものが１割程度含まれてお

り、不要な印刷の防止について留意されたい。 

○コピー機を複数の課で共用しているが、用紙使用量を全体ではなく

課ごとに把握して、使用量削減の取り組みを実施されたい。

○廃棄用紙のボックスの中に裏紙として使用できる紙が混ざっていた

ことや、印刷ミスをした資料が溶解文書の中に多数入っていたこと

から、用紙の使用方法を見直すように指導した。

○ごみの廃棄方法については、可燃ごみのごみ箱しか設置されておら

ず不燃ごみやプラスチック類の分別ができていなかった。今後分別

ができるように改善するよう指導した。

＜運用管理＞ 

○産業廃棄物置き場に、廃棄物保管場所の看板の設置がされていなか

った。

○環境関連法令の運用にあたって、廃棄物処理法に基づく手続きとし

て、産業廃棄物の引き渡し時にマニフェストを交付する際に、「交付

担当者」欄に特定の担当職員氏名が予め印字されたものを使用して

おり、実際に引き渡した職員と異なるケースもあったことから直ち

に是正が必要である。

○フロン排出抑制法に係るエアコンの簡易点検が適切に行われていな

い時期があった。 

＜役割及び責任＞ 

○毎月のコピー用紙使用状況は、資料を作成し職員へ周知されていた
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が、目標達成状況が分からない状況であった。そのため、推進員が行

う目標達成状況の進行管理方法について改善の余地があると指導し

た。 

＜環境監査＞ 

○過去の環境監査で自区をはじめとして区役所等で指摘されている事

項は、職員に供覧するなどして、参考としていただきたい。 

 ウ 用紙類の使用状況についての評価内訳 

  ① 所属の用紙類の使用状況を把握し、削減に努めているか 

優れた取組をし

ている 

把握し、削減に努め

ている 

概ねできているが、

不十分 

あまりできていな

い 

３ ５４ ６ １ 

  ② コピー機やプリンターに裏紙がセットされているか 

セットされている セットされていない 

５７ ７ 

  ③ リサイクルボックス等に、裏面利用できるものが含まれていないか 

混入していないか、していても１割以下 混入しているが３割以下 

５９ ５ 

  ④ リサイクルボックス等に、同じ内容のものが含まれていないか 

優れた取組をしている 同じものは数枚程度 同じものは１割程度 

１ ５９ ４ 

  ⑤ ①～④以外の取組について 

上記以上の優れた取組をし

ている 

上記以外の取組を実施して

いる 

上記の取組程度 

８ ４０ １６ 

（２）改善措置等 

１４課室公所において、２０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） 
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３ 総括 

昨年度に比べ、指導・指摘事項が減っており、多くの課室公所において N-EMS マニュ

アルに基づいた運用がされていた。N-EMS が開始して 5年を経過しており、その取組が

定着していると考えられるため、今後も適切な運用を継続していただくとともに、環境

配慮行動を一層進めるため、各所属の業務の特性を踏まえた創意工夫の検討などを行

うことで、さらなるレベルアップに向けて取り組んでいただきたい。 

また、今年度も重点項目として、運用管理の中で施設における法令順守について監査

を行った。その結果、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、フロ

ン排出抑制法で課せられている点検がされていないという指摘事項があった。施設の

担当者は改めて法律等で定められた事項についてチェックし、適正に実施することが

望まれる。 

本市の用紙類使用量については、N-EMS の運用を開始した平成 23 年度から増加傾向

にあるため、今年度は裏紙利用、両面利用等の用紙類の基本的な使用状況を重点項目と

して監査を行った。その結果、大部分の所属では適正に取り組まれていたが、不十分な

所属が 1 割程度あった。各所属で、用紙類の基本的な取組状況について再確認いただ

くとともに、より一層の用紙類使用量の削減に努められたい。 



監査対象課公所 

     監査対象          監査員 

局区室 課室公所 局区室 監査員 

会計室 出納課 
消防局 

施設課長 

市長室 国際交流課 予防課長 

防災危機管理局 危機管理企画室 会計室 審査課長 

病院局 西部医療センター 市長室 秘書課長 

総務局 

人材育成・コンプライアンス推進室 

上下水道局 

下水道計画課長 

男女平等参画推進室 
主幹（環境活動推進・国際協

力・技術調整） 

財政局 
財政部管財課 

交通局 

企画財務部主幹（企画調整・

外郭団体） 

金山市税事務所野並出張所 東山線東部駅務区長 

市民経済局 
区政課 病院局 総務課長 

北部市場 防災危機管理局 統括課長 

環境局 
環境企画課 

総務局 
総務課長 

昭和環境事業所 統計課長 

健康福祉局 
職員課 

財政局 
財政課長 

身体障害者更生相談所 管財課長 

子ども青少年局 
総務課 

市民経済局 
総務課長 

上名古屋保育園 主幹（企画・外郭団体） 

住宅都市局 

耐震化支援室 

環境局 

職員課長 

ささしまライブ24総合整備事務所 
事業部主幹（路上禁煙・事業

調整） 

緑政土木局 
道路建設課 

健康福祉局 
総務課長 

ポンプ施設管理事務所 地域ケア推進課長 

市会事務局 議事課 
子ども青少年局 

総務課長 

監査事務局 工事監査室 子ども福祉課長 

人事委員会 審査課 
住宅都市局 

企画経理課長 

選挙管理委員会 選挙管理委員会 下之一色都市整備事務所長 

教育委員会 
子ども応援室 

緑政土木局 
技術指導課（主幹） 

美術館 緑地維持課長 

消防局 
指令課 市会事務局 総務課長 

中村消防署 監査事務局 監査第二課長 

上下水道局 
下水道計画課 人事委員会 任用課長 

鍋屋上野浄水場 選挙管理委員会 次長 

交通局 
運輸課 

教育委員会 
総務部主幹 

藤が丘工場 人権教育室長 

別添１ 



  監査対象          監査員 

局区室 課室公所 局区室 監査員 

千種区 
総務課 

名東区 
市民課長 

保健予防課 保険年金課長 

東区 
福祉課 

中村区 
まちづくり推進室長 

東生涯学習センター 福祉課長 

北区 
保険年金課 

東区 
福祉課長 

福祉課 東生涯学習センター館長 

西区 
企画経理室 

北区 
市民課長 

西保健所企画調査係 北生涯学習センター館長 

中村区 
まちづくり推進室 

西区 
まちづくり推進室長 

福祉課 民生子ども課長 

中区 
民生子ども課 

港区 
企画経理室長 

中生涯学習センター 福祉課長 

昭和区 
福祉課 

千種区 
総務課長 

昭和保健所生活環境課 保健予防課長 

瑞穂区 
民生子ども課 

天白区 
民生子ども長 

瑞穂保健所保健予防課 福祉課長 

熱田区 
保険年金課 

中区 
総務課長 

熱田保健所 生活環境課長 

中川区 
企画経理室 

熱田区 
企画経理室長 

中川生涯学習センター 民生子ども課長 

港区 
まちづくり推進室 

中川区 
福祉課長 

港保健所企画調査係 区民福祉課長 

南区 
福祉課 

瑞穂区 
総務課長 

南生涯学習センター 市民課長 

守山区 
まちづくり推進室 

昭和区 
総務課長 

区民生活課 保険年金課長 

緑区 
民生子ども課 

南区 
総務課長 

まちづくり推進室 生活環境課主幹 

名東区 
民生子ども課 

守山区 
主幹（農政） 

保健予防課 民生子ども課長 

天白区 
企画経理室 

緑区 
生活環境課長 

まちづくり推進室 区民福祉部長 



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

会計室

（出納課）
　照明の消灯や裏紙利用など環境配慮の取組は適切に実施されている。
課員への周知として、N-EMS情報をA4サイズ1枚にまとめてメールで提供を
したり、使用量をグラフ化した注意喚起のための掲示など、取組は評価で
きる。
　コピー用紙の削減目標は、昨年並みで推移していることから、後半期に
向け目標を達成するよう、更なる取組を依頼した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

防災危機管理局

（危機管理企画室）
　新組織であり監査対象組織としての前年実績がないことから、組織とし
ての目標数値が出せない状況の中で、局目標から個人の年間削減目標を設
定することで、所属職員の意識向上を図っていた。組織としての取組とし
て具体的な数値が出るのは用紙類と公用車燃料であるが、それぞれ一人当
たりの年間削減枚数、公用車を利用した際のアイドリングストップ時間を
定め、研修を通じ職員への周知を徹底していた。上半期の実績としてはコ
ピー用紙の使用実績が目標を上回っており、目標達成まで更なる取組が必
要かと思われるが、この結果についても検証を行い、所属職員へ注意喚起
を促すことで、更なる削減の意識を高めていた。
　また、冷暖房温度の適正設定やこまめなスイッチオフ、わかりやすい分
別表示によるごみ分別の徹底など組織の目標として定めているものがきち
んと実行されていた。
　職員研修についても、執務室内で自席のPCで電子データの研修資料によ
り全所属職員に対し実施されているとともに、責任者や推進員が日々の業
務の中で気づいた点を職員へ指導しており、職員への聞き取りの際にも各
自の目標をしっかり把握し、目標達成への意識形成がしっかりなされてい
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≫

市長室

（国際交流課）
　照明の消灯や裏紙利用など環境配慮の取組は適切に実施されている。
　課員への周知については、3年分の月別使用量をグラフ化し、使用抑制を
見える化するなど、分かりやすい取組は評価できる。
　コピー用紙については、今年度事業の影響で増加しているが、後半期に
向け、紙の使用抑制策を課員に対し具体的な指示をするなど、削減目標に
向けた取組が課全体で行われており、是非とも結果を出すよう依頼した。

≪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）

（人材育成・コンプライアンス推進室）
　用紙類の使用量について局の目標値との整合を図りながら目標値を設定
されており、所属職員は、両面印刷や２アップなど用紙類の削減意識を
もって業務を行っていた。しかし、裏面利用や不要な印刷の防止につい
て、さらなる取組の徹底が望まれる状況であった。また、コピー用紙使用
量の目標達成状況の進行管理方法については、改善の余地があると指導し
た。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・裏紙の利用については職員が適宜、裏紙の保管場所から持ち出して使用
している状況であり、コピー機やプリンターに裏紙がセットすることでさ
らなる取組の実施が望まれる状況であった。さらに、リサイクルボックス
及び溶解文書の中に同じものが１割程度含まれており、不要な印刷の防止
について留意されたい。
・毎月のコピー用紙使用状況は、資料を作成し職員へ周知されていたが、
目標達成状況が分からない状況であった。そのため、推進員が行う目標達
成状況の進行管理方法について改善の余地があると指導した。
≪指摘事項：　０件≫

（男女平等参画推進室）
　用紙類の削減に向けて、毎月のコピー用紙使用量の推移の掲示や、電子
メールを活用した関係部署への連絡、電子決裁の推進が行われており、昨
年度同月と比較してコピー用紙使用量が減少していた。また、所属職員は
両面印刷や裏面利用などコピー用紙使用量の削減意識を持って業務を行っ
ていた。

≪優良事項： ０件≫
≪指導事項： １件≫
・リサイクルボックスに片面印刷のものが含まれており、裏面利用ができ
るものも含まれていた。当該室では、適宜リサイクルボックスの中から裏
面利用できるものを振り分けているとのことであったが、リサイクルボッ
クスに入れる際に裏面利用できるものは振り分けるよう指導した。
≪指摘事項： ０件≫

財政局

（財政部管財課）
　目標設定シートにより具体的な取組内容が設定されていた。特に、業務
上公用車の使用が多いことから、目標に即してエコドライブマイスターが
３人と複数設置されており、確実に取り組んでいることが確認できた。
　所属職員へのヒアリングを実施したところ、第一に「リデュース」に努
めており、例えば、ペンの購入する場合、新品を丸々購入するのではな
く、キャップはそのまま活用する、替え芯のみを購入しているとのことで
あった。また、紙の削減についても、印刷する前に再度確認してミスプリ
ントを防止する、両面印刷はもとより、２アップ・４アップを活用し、少
量化を徹底しているということであり、ごみを発生させないという意識が
具体的な行動に結びついていた。

≪優良事項：　１件≫
・ごみの分別については、個々のごみ箱の上に具体例を記載した表示がさ
れており、分別がしやすいよう工夫がされていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

総務局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

財政局

（金山市税事務所野並出張所）
　ほとんどの環境監査項目について、適正に取り組まれており、指摘事項
は見受けられない。
　今後も引き続き積極的に取り組んでいかれたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（区政課）
　N-EMSマニュアルに定める目標設定、運用及び点検・評価等は概ね適切に
行われている。その一方で、一部取組が不十分なものもあった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・コピー機を複数の課で共用しているが、用紙類使用量を全体ではなく課
ごとに把握して、使用量削減の取組を実施されたい。
≪指摘事項：　０件≫

（北部市場）
　複合機によるコピー枚数の制限や空調設備等の管理標準の作成・運用な
ど環境に関する前向きな取組が見受けられたが、紙の削減目標の設定や産
業廃棄物の保管場所の標示など基本的事項への取組がされてない部分も見
受けられたので、前向きな取組を継続しつつ、改善が必要な部分は適宜改
善をされたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・紙の削減目標について作成されておらず、周知されていなかった。職員
の意識向上のためにも、紙の削減目標を至急作成し、掲示や研修等で意識
共有を図られたい。
・産業廃棄物置き場について廃棄物保管場所の看板の設置がされていな
かった。
≪指摘事項：　０件≫

環境局

（環境企画課）
　所属の目標は、実情に応じて設定されており、目標達成に向けてそれぞ
れの取組事項に課全体として意識を持って取り組んでいる姿勢がうかがわ
れた。
　集計システム実績からのヒアリングでは、エネルギー消費の削減に努め
ていること、昨年の増加の要因も分析されていることが確認できた。

≪優良事項：　１件≫
・独自の取組事例として、用紙類の削減に向け、コピー機における職員毎
の印刷回数データをシステムから抽出することで、個々の職員が実績を把
握し、特に増加している職員には、要因の分析と対策を行うように課全体
として取り組まれていた。
≪指導事項：　０件≫
≪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）

環境局

（昭和環境事業所）
　所属の目標は実情に応じて設定されており、単に目標設定シートを掲示
するだけではなく、事業所内の各箇所において、その場で実施すべき取組
事項を掲示していた。
　事業所としては光熱水使用量の削減がエネルギー削減の重点であると考
えているため、毎月使用量と料金を前年同月比と併せて掲示することによ
り、日々の職場での取組の効果を認識・共有できるようにしている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　１件≫
・省エネ法の判断基準に従い施設のエネルギー管理を記した管理標準は作
成されていた。しかし、具体的な取組について確認したところ、照度設備
管理標準について、計測・記録が行われていなかった。また、平成23年3月
に制定以降、現状に即した更新がなされていないことから、管理標準の各
項目について見直しが必要である。

（職員課）
　課の業務の内容や執務環境に応じて概ね適切に目標が設定されていた。
　始業前及び昼休みには、消灯を行っていた。啓発メッセージが随所に確
認でき、啓発に努めていた。パソコンは省エネモードにし、離席時にはス
リープモードにしていた。
　ごみは分別廃棄を徹底していた。（ごみ箱を適正配置していた。）
　用紙類使用量削減のため、決裁量の多い事務から順に電子決裁に移行し
ていた。コピー機には裏紙が利用されていた。
　推進員は、朝礼等のなかでコピー用紙類使用量の削減について周知する
など、所属員への意識啓発を積極的に行っていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・用紙類使用量のうちコピー用紙については、コピー機を他課と共同で使
用していることもあり把握ができていなかった。今後、実績を把握し、目
標を設定するよう指導した。
・廃棄用紙のボックスの中に裏紙として使用できる紙が混ざっていたこと
や、印刷ミスをした資料が溶解文書の中に多数入っていたことから、用紙
の使用方法を見直すように指導した。
≪指摘事項：　０件≫

（身体障害者更生相談所）
　施設の業務の内容や執務環境に応じて概ね適切に目標が設定されてい
た。
　始業前及び昼休みには、市民が来所する窓側を除いた部分で消灯を行
い、使用時以外のスイッチオフを徹底していた。また、啓発メッセージが
随所に確認でき、啓発に努めていた。
　コピー機及びプリンターには裏紙が利用されていた。
　推進員は、職場会議の中でコピー用紙使用量やエネルギー使用量の削減
について周知するなど、所属員への意識啓発も積極的に行っていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・用紙類使用量については、コピー用紙はコピー機を他施設と共同で使用
していることもあり把握ができていなかった。印刷物についても使用量の
把握ができていなかった。今後、実績を把握し、目標を設定するよう指導
した。
・ごみの廃棄方法については、可燃ごみのごみ箱しか設置されておらず不
燃ごみやプラスチック類の分別ができていなかった。今後分別ができるよ
うに改善するよう指導した。
≪指摘事項：　０件≫

健康福祉局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（総務課）
　『なごや環境マネジメントシステム（N-EMS）平成27年度環境監査計画
書』に基づき、N-EMSが適切に運用され、かつ、環境マネジメントが効果的
に機能しているかを『環境監査チェックシート』を用いて、書類審査、ヒ
アリング及び目視により監査を実施した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（上名古屋保育園）
　『なごや環境マネジメントシステム（N-EMS）平成27年度環境監査計画
書』に基づき、N-EMSが適切に運用され、かつ、環境マネジメントが効果的
に機能しているかを『環境監査チェックシート』を用いて、書類審査、ヒ
アリング及び目視により監査を実施した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・紙の使用について、使用量記録ボードに各月ごとの目標を掲出された
い。
≪指摘事項：　０件≫

（耐震化支援室）
　目標については、おおむね適切に設定されていた。用紙類使用量の削減
目標については、業務量の増加や制度改正などの動向もふまえなくてはな
らず、適切に目標を設定することの難しさもうかがわれた。
　用紙類の使用状況については、目標や実績を掲示するとともに、共有の
コピー機ではA4及びA3サイズの裏紙を使用していた。排出や分別も適切に
行われていた。
　また、節電等の取組については、昼休み消灯や離席時のPCオフなどが実
践されている。窓ガラスには緩衝材が貼られ、暖房の効率化が図られてい
た。
　研修は、局の研修計画に基づき適切に実施されていた。未受講者に対す
る補講が実施されていることを聞き取った。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（ささしまライブ24総合整備事務所）
　目標については、事業が大詰めを迎え業務量の増加が見込まれる中、対
前年度比では増加となるも基準年度比では減少となるよう設定されてい
る。
　用紙類の使用状況については、目標や実績を掲示するとともに、上半期
が目標を上回るペースであったことから職場研修を行って下半期に向けた
方策を話し合うなど、職場一丸となった意識醸成が行われている印象を受
けた。
　また、節電等の取組については、離席時のPCのオフなどが実践されてい
る。適宜消灯する照明のスイッチを色分けするなど、誰にもわかりやすく
する工夫も行われていた。
　フロン排出抑制法に基づく対応では、適切に管理・点検が行われてい
た。
　研修は、局の研修計画に基づく研修に加え、上記のような独自の研修も
実施されており、職員の意識啓発に努める様子が確認できた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

住宅都市局

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）

（道路建設課）
　局目標及び施設目標が適切に設定されている。また、課として気を付け
ることを入口付近に掲示し、各職員が確認できるように努めている。
　昼休み消灯を徹底する、使用しない電灯から蛍光灯を外す、離席時にパ
ソコンをスリープ状態にするなど、日常的に環境に配慮している様子が確
認できた。
　研修計画に則り、研修が実施されており、未受講者にもイントラネット
の研修資料を確認するよう指示されている。また、研修時には資料の抜粋
を使用し、残りの研修資料は各自でイントラネットで確認させることによ
り、ペーパーレス化に努めている。

≪優良事項：　１件≫
・業務上、公用車の利用が多いことを踏まえて、乗り合わせによる公用車
の利用を促進するなど、積極的に運用改善に努めている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（ポンプ施設管理事務所）
　局目標及び施設目標が適切に設定され、職員が常に目標を意識できるよ
うな工夫がされている。暖房の19℃設定の徹底のほか、電灯スイッチ付近
に節電啓発のシールを貼る、可能な限り外光を利用するように努めるな
ど、日常的に環境に配慮している様子が確認できた。また、会議の回数を
減らし用紙の使用を抑える、様式に裏紙を使用するなど、用紙類削減の取
組を重点的に行っている。
　研修については、不規則勤務を行う職員の都合にあわせ、7回にわけて丁
寧に行っている。研修時には資料を配布せず、プロジェクターを使用する
ことで、用紙削減にも努めている。また、エコドライブマイスターについ
ては、所長、運転士2名、事務職員の計4名が認定を受けており、エコドラ
イブに積極的に取り組んでいる。

≪優良事項：　１件≫
・各目標をコピー機及びプリンター付近に掲示し、各職員がいつでも確認
し意識できるように努めている。
≪指導事項：　１件≫
・フロン排出抑制法に係るエアコンの簡易点検が適切に行われていない時
期があった。
≪指摘事項：　０件≫

市会事務局

（議事課）
　目標が適切に設定されており、個々の職員が意識的に取り組んでいるこ
とが確認できた。
　特に用紙類使用量の削減については、両面印刷・裏紙使用を推進すると
ともに、議員から資料を依頼された際にもなるべく議員控室で印刷しても
らい、局と議会の住み分けを明確化することで用紙類使用量の削減に努め
ている。
　また、コピー室にはリソグラフ・コピー・プリンタの料金比較を掲示
し、経済的な視点からも用紙使用の削減を呼びかけている。
　電子決裁率は全市平均を下回っているが、これは業務の性質上電子決裁
が難しいため（議事録等多くの決裁に議長の印が必要）。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

緑政土木局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

監査事務局

（工事監査室）
　適切に目標が設定されており、局全体で研修を行う等、小規模な局であ
ることの利点を活かしながら取り組んでいる。業務の性質上元々用紙類使
用量が少ないが、両面印刷・裏紙使用や、印刷物の部数管理の徹底などに
取り組む姿勢は、個々の職員の意識の高さがうかがえる。
　ごみ箱への分別の具体例の記載や、退庁時のチェックリストの実施な
ど、日常的に職員に意識を促す取組が多い印象を受けた。

≪優良事項：　１件≫
・用紙使用量削減のため電子決裁の利用を推進しており、平成26年度は局
全体で電子決裁が75.89%を占めている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

人事委員会

（審査課）
　用紙類使用量の削減について、各局への配布物を見直す他、裏紙利用等
も実施しており、削減に向けた取組を実施していた。
 また、用紙類の使用量の状況についても、研修や執務室内への掲示・シス
テムを活用する等して、適切に職員に対する啓発・周知が行われていた。

≪優良事項：　１件≫
・環境配慮計画（目標設定シート）や用紙類使用量の状況等を所属掲示板
等のシステムを活用し、いつでも職員が確認できるよう工夫されていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

選挙管理委員会

　目標設定シートの取組や用紙類使用量の削減について、共有フォルダを
活用し所属員への周知が図られていた。
　また、執務室内には用紙の目標値・実績値の他、意識啓発のためのポス
ター等が掲示されており、適切に取組が行われていた。
　実績の分析もできており、目標数値については、翌年度以降の業務見通
し、これまでの実績も踏まえて目標設定されていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

病院局

（西部医療センター）
　施設の内部要因だけでなく、患者の増減など外部環境の変化による要因
もあり、なかなか削減目標が達成しづらい中で、電子カルテシステムを積
極的に活用した用紙削減や、雨水の利用等さまざまな面で工夫が見られ
た。
　コピー用紙削減、パソコンの電源オフ、室内の消灯、階段の積極利用な
どについては、注意喚起の掲示や職員同士の声掛けが行われており、全員
が関心を持って、取り組んでいると感じられた。
　産業廃棄物については、標示・保管ともにきちんとなされており、マニ
フェストも適切に保管されていた。
　また、フロン排出抑制法に係る点検・事務処理も概ね適切に実施されて
いた。

≪優良事項：　１件≫
・独自に作成し全職員が携帯する「西部ハンドブック」に、廃棄物の分別
方法などについて詳しく記載しており、職員がいつでも確認できるように
していることは、職員の意識を高めるうえで効果的であると思われる。
≪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）

（子ども応援室）
 64人の所属職員のうち、57人が市内の中学校に配置勤務しているという特
殊な状況下で、全員が集まる定例会議の場等を活用して、環境目標の周知
等のN-EMS活動への取組を進めていた。
 3課室共用の執務室であり、照明・事務機器等も3課室共用のため、昼休み
消灯、用紙リサイクル等の活動は共同で行われていたが、いずれも適切に
進められていた。
 中学校に配置されている57人のスタッフの勤務記録作成のために、毎年1
万枚以上の用紙が使用されていたが、様式を改善し、3千枚以内に削減する
などの取組事例を確認した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（美術館）
 貴重な美術品を展示・保管するという美術館の性格上、湿度や温度等の空
調管理は、美術品の状態維持が全てに優先するという特殊な前提条件のも
とで行われていた。
 環境目標等については、職員全員に理解されるように、室内掲示及び館内
会議等の場を通じて繰り返し行われていた。
 電気、ガス、水道使用量については、使用量、前年度比、目標値等を毎月
更新し、室内の目立つ場所に掲示されていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（指令課）
　概ね目標に沿った取組が行われていた。
　適切に裏紙利用、リサイクルが行われていた。
　昼休みの職場消灯は、スイッチに席が近い者が行うこととし、取組が行
われていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（中村消防署）
　概ね目標に沿った取組が行われていた。
　適切に裏紙使用、リサイクルが行われていた。
　適切に産業廃棄物・劇薬の管理が行われていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

教育委員会事務局

消防局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（下水道計画課）
　上下水道局では局をあげて環境活動に取り組んでおり、下水道計画課に
おいても、局の環境活動の方針に基づき目標を設定し、取組がなされてい
る。具体的には、毎月、役職者・係員による環境対策会議が開催され、実
績の報告、目標を上回っている場合には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。それらの目標や
実績、対応策については、掲示や上下水道局のイントラネットを通じて、
職員へ周知されている。
　今年度の重点項目である用紙類使用量の削減についても、住民向けチラ
シの印刷量の削減、資料の回覧等も紙ではなく電子データによることとす
るなどの取組がされており、コピーや印刷にあたっては両面コピーや裏紙
の利用の徹底、２アップ印刷にするなど取組がされている。
　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≫

（鍋屋上野浄水場）
　昨年度の目標達成・未達成の状況を適切に分析したうえ、施設整備の進
捗や昨年度に水道給水100周年を迎えたことに伴い施設見学者数が増加傾向
にある点などを考慮のうえで目標を設定しており、その達成に向けては、
毎月「環境対策会議」を開催し、取組状況を確認するとともに、必要な対
応策について話し合い、周知を図っていた。具体的には、用紙類使用量の
削減がなかなか進まない中で、会議や職場内研修はもとより、施設見学者
向けの解説においてもペーパーレス化を進めるという対応策を推進してい
た。
　その一方で、下記のとおり、改善が必要な事項や、法令が遵守されてお
らず直ちに是正が必要な事項が認められたところである。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・コピー機に裏紙がセットされておらず、また、セクションごとの用紙類
使用量を把握していなかったことから、その削減に向けた取組の一環で改
善が必要と思われる。
≪指摘事項：１件≫
・環境関連法令の運用にあたって、廃棄物処理法に基づく手続きとして、
産業廃棄物の引き渡し時にマニフェストを交付する際に、「交付担当者」
欄に特定の担当職員氏名が予め印字されたものを使用しており、実際に引
き渡した職員と異なるケースもあったことから直ちに是正が必要である。

交通局

（運輸課）
　新事業周知のためのポスター印刷や資料作成など、削減できない場合も
あるが、全般的に用紙類使用量削減に対する意識が高い。平成25年度か
ら、セキュリティプリントシステムを導入しており、パソコンでプリント
をしようとすると、一度確認画面になり、さらにプリンターの付属機器で
職員証により個人認証をしてからプリントされるため、不要なプリントや
コピーがかなり減っていると思われる。
　職場内の整理整頓も適切に行われており、溶解文書の整理、ごみの分別
も適切に行われていた。

≪優良事項：　１件≫
・プリントする際にパソコン画面に必ず印刷確認画面が表示されるととも
に、プリンターも職員証（マナカ）による個人認証後にプリントする仕組
みになっており、用紙類削減に対する職員の意識を高める工夫がされてい
る。
≪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

（藤が丘工場）
　環境に対する意識が高く、書類は紙ではなくできるだけ電子データで保
存されているため、用紙類の使用量も少ない。また、地下鉄に掲示されて
いるポスターをメモ用紙等として再利用している。工場であるため廃棄物
等も多いが、産業廃棄物置場も適切に管理されていた。
　職場の掲示板にN-EMSのコーナーもあり、実績や目標を常に職員が見るこ
とができるようになっている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（総務課）
　決められたことについての取組や書類の完備などきちんとされており、
問題となる点は特に見当たらなかった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（保健予防課）
　市の環境行動計画をよく理解し、組織的に省エネルギー、リサイクルに
取り組んでいる。全般的に良好な状況にあり、引き続き取組を継続してほ
しい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

東区

（福祉課）
　ガソリンの使用量が前年度上半期比較で半減している。できるだけ自転
車等で区内移動を心掛けていることも要因とのことだった。事務所内には
古紙類程度の保管箱しかなく、職員の私的なごみの持ち帰りが徹底されて
いた。コピー機2台の内、窓口で常時使用する以外のものは、使用時以外電
源を切っていた。またバックヤードの照明の間引きも行われていた。
　非グリーン購入が何点かあり、業務上必要な面があっても、もう少し努
力の余地があると思われた。N-EMS実施研修の記録簿に、「入門研修」の資
料を使い研修したとあったので訂正をお願いした。
　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≫

千種区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

東区

（東生涯学習センター）
　センターとして、独自の環境目標を掲げ、概ね良好に環境マネジメント
システムが運用されていた。
　空調について、各部屋で制御できるようになっているが、中央制御も
行っており、各部屋の温度が過度な設定をしている場合は、温度の高低を
中央で制御している。また、2階廊下の蛍光灯を部分消灯することやLED照
明を積極的に取り付けるなど、省エネや節電にかかる意識の高さが伺え
た。
　両面印刷や裏面利用といった用紙の使用削減については、適切に行われ
ていた。
　前回の監査結果を踏まえ、エコを啓発するチラシを随所に貼り出してい
た。
　ごみについても、利用者の出したごみは利用者に持ち帰ってもらうよう
徹底し、ごみ箱は事務室内1か所のみに限定され分別も徹底されていた。
　フロン排出抑制法に基づく、3か月ごとの簡易点検は適切に行われてい
た。

≪優良事項： １件≫
・空調について、各部屋で制御できるようになっているが、中央制御も
行っており、各部屋の温度が過度な設定をしている場合は、温度の高低を
中央で制御している。
≪指導事項： ０件≫
≪指摘事項： ０件≫

（福祉課）
　業務に支障のない範囲で出来る範囲の目標を掲げ、それに対し各職員が
理解し、また、取り組まれていた。
　昼休みの消灯について担当者を決め、責任をもって適切に実施されてい
た。
　ミスコピーの防止、各種電源オフなどの啓発メッセージが各所に表示さ
れ、エネルギー使用量の削減に職員全体で取り組んでいた。
　コピー枚数・用紙の使用量についても、機器付近に前年度実績と比較し
て掲示するなど、削減に向けての取組を見える化しており、また、両面又
は裏紙印刷により、用紙の適正利用に努めていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（保険年金課）
　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。
　目標設定は課の業務実態に即してなされており、実施研修は係会だけで
は参加できない職員がいることから合計4回に渡り実施するなど職員に周知
徹底されていた。
　コピー用紙削減のため、コピー機付近に前年度と今年度使用枚数を掲示
だけでなく、グラフ化により視覚的に訴える工夫がされていた。今年度の
使用量は前年度実績を下回っていたことから着実に効果で出ていると思わ
れる。
　電気使用量削減のため蛍光灯の間引きを実施していた。また、昼休み時
の消灯は当番制にすることで職員の意識啓発に努めていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

北区



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）
　新庁舎として業務開始した時点では会議室として使用していた場所をそ
の後の組織改正により新設された企画経理室の事務室として転用。この利
点を活かして不要な照明の消灯を中心とした電気使用量の削減や用紙の使
用についても両面印刷に積極的に取り組むなど環境への配慮が伺える。
　目標も適切に設定にされ取組事項も実施されていた。また、研修も適切
に行われ職員への啓発も適切になされていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（西保健所）
　支所管内に分室があることや公害担当部門があることで他区への出張も
多くならざるを得ない条件の中で公用車燃料についてはガソリン車のほ
か、補給スタンドの少ないCNG車も効果的に使用しており環境への配慮が伺
える。
　また、可燃ごみ排出量も監査時点で前年同期比で減となっており、分別
徹底など廃棄物排出抑制に取り組んでいる。
　研修も適切に実施され、用紙削減のPRなど職員への啓発が適切になされ
ていた。用紙類使用量の削減については、日頃から管理職が中心となり取
り組んでいた。
　電気の使用量も通路部分の電球を間引くなどして削減対策を行ってい
た。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・目標設定シートが作成されておらず、作成を指導した。
≪指摘事項：　０件≫

（まちづくり推進室）
　用紙類の取組状況について1件指導したが、注意喚起を促す張り紙等がよ
く目立つところに表示されており、全体的には、しっかり取り組まれてい
る。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・リサイクルボックスの溶解文書を確認すると２割～３割再利用できる裏
面白紙用紙が見受けられた。
≪指摘事項：　０件≫

（福祉課）
　平成25年度から公用車の使用削減に特に取り組んでおり、走行距離削減
の効果が上がっている。「近距離は自転車で」のシールで注意喚起し、二
人一組で効率的に回るなどの工夫をしている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

中村区

西区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（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。
　ごみの減量については、ごみ箱を課で管理しており、ごみの分別と減量
に取り組んでいた。
　また、月ごとのコピー使用量、裏面印刷・両面コピーの推奨を、コピー
機横に掲示して意識啓発が図られていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（中生涯学習センター）
　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、原則持ち帰りとなっており、可燃ごみ等のごみ
箱は置かれておらず、資源の回収ボックスのみ設置されていた。ごみと資
源の分別は適切に行われており、ごみの減量に取り組んでいた。
　また、月ごとのコピー使用量、裏面印刷・両面コピーの推奨を、コピー
機横に掲示して意識啓発が図られていた。

≪優良事項：　１件≫
・ローテーション職場において、全職員に研修を確実に実施できるよう、
通常業務と研修を組み込み、また、随時、朝礼で必要な情報について職員
間で共有できる体制が構築されていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（福祉課）
　電灯スイッチには「スイッチオフ」のシールが貼られ、昼休み消灯のス
イッチは色分けされており、だれでも分かるような工夫がされていた。
　月ごとのコピー用紙の使用量を前年同月と比較した表で機器付近に掲出
しており、現状が把握できる工夫がされていた。最近は所属の使用量が増
加傾向にあることは承知しており、27年度目標を前年度比1.1倍とし、削減
の必要性は周知されていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・目標設定さ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。また、公用車使用の目標設定が「事務連絡車はない」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にすべきである。
・ごみ箱にリサイクル可能な紙が捨てられていた。
≪指摘事項：　０件≫

（昭和保健所）
　事前に提出していただいた書類を基にヒヤリングの実施、研修内容の確
認、現地調査・証拠写真の撮影を行い、おおむね良好であることを確認し
た。

≪優良事項：　２件≫
・環境デーの日の車使用日は網掛けでわかるようにされていた。また、
ノー残業の日の残業は、内容を明らかにしていた。
・コンセントのオフが見やすく、色分けされていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

昭和区

中区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（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。
　コピー機付近に、課独自で作成した省資源に関する留意事項を記載した
チラシを掲示し、職員の意識向上を図っている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（保健予防課）
　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。
　ごみ分別の徹底や執務室内にごみ箱を置かない方針など、ごみ減量への
取組は充実している。一方、用紙類の使用削減においては、職員への指導
は行き届いているという印象であったが、運用状況の把握や分析評価の点
で部門責任者のもう一歩進んだ取組が期待されるところである。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（保険年金課）
　目標設定及び取組状況把握は、適正に実施されていた。
　用紙類使用量は、業務上の必要性から増加しているが、職員に対し現状
把握と削減取組を周知し削減に努めている。
　昼休みの消灯やごみの分別については、独自の工夫や取組により徹底を
図っている。

≪優良事項：　１件≫
・分別不適切なものがあった場合は、ごみの集積場所付近に実物を掲示
し、分かりやすく注意喚起を図っていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（熱田保健所）
　目標設定及び取組状況把握は、適正に実施されていた。
　用紙使用量の前年度比をグラフ化し掲示し、職員に対し現状把握と削減
取組を周知している。またFAX受信印刷を両面印刷とし、使用量削減を図っ
ている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

中川区

（企画経理室）
　目標の設定や運用、取組状況の把握など、環境マネジメントシステムは
良好に運用されていた。用紙の削減やごみの分別、OA機器の省エネモー
ド、消灯などの取組が適切に行われていた。

≪優良事項：２件≫
・裏紙が出た場合に課室を超えて利用したり、印刷枚数によってコピー機
とプリンターを使い分けるなど、用紙類使用量の削減に努めている。
・印刷物の様式を見直すなどして、用紙類使用量の削減に努めている。
≪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）

中川区

（中川生涯学習センター）
　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
よう配慮しつつ、消灯やコピー機・リソグラフへの表示によりエコ意識を
促すなど、可能な限り環境マネジメントシステムが運用されていた。

≪優良事項：１件≫
・他公所から配架依頼のあったチラシ等で、期限の過ぎたものなども裏紙
として利用している。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（まちづくり推進室）
　事務室内の昼休み消灯の徹底、一部照明の間引きなど職場内に徹底され
ていた。
　紙の使用に関しては、紙購入が企画経理室において一括で行っているた
め、現課においては把握されていない。紙の排出については、毎月記録・
管理されており、排出量に関しては減少している。
　コピー機は、3課共用であるが、裏面利用のためのトレイが設置されてお
り、裏面使用されていた。

≪優良事項：　１件≫
・事務室内の昼休みの消灯指示・一部照明の間引きなど積極的な省エネ取
組が行われており、電気使用量の削減意識を持って職員指導を行ってい
る。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（港保健所企画調査係）
　空調の温度設定、稼働範囲の管理など適正に行われており、省エネ意識
は浸透している。また、照明の昼休みには、消灯すべき部分のスイッチに
表示をして、事務室の消灯を行っている。
　紙の再利用に関しては、コピー機、プリンターに再利用の紙をセットし
たトレイで行っている。

≪優良事項：　１件≫
・空調を事務室全体に入れるのではなく、必要な個所のみ稼働させてい
る。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（福祉課）
　ごみの分別、用紙の再利用、昼休みの部分消灯などの取組が適切に行わ
れていた。コピー用紙増加の原因も分析されていたが、具体的な削減量が
認識されていなかったので、職員全員が認識するよう周知に努められた
い。

≪優良事項：０件≫
≪指導事項：１件≫
・過去の環境監査で自区をはじめとして区役所等で指摘されている事項
は、職員に供覧するなどして、参考としていただきたい。
≪指摘事項：０件≫

（南生涯学習センター）
　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。一般的な事
務室の取組だけでなく、市民利用施設としての取組があり、今後も市民に
も環境に配慮している取組を理解してもらえるように務められたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

南区

港区



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）
　課における環境マネジメントが良好に行われていた。優良、指導、指摘
事項はいずれもなかった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（志段味支所区民生活課）
　全体としては、取組事項に沿って、適切に取組が行われていた。
　環境監査研修でも今回のチェック事項として指示されていた、今年度4月
から全面施行されたフロン排出抑制法にかかる、機器の3か月に1度の目視
点検も実施されており、法律変更も理解されていることが、書類確認と現
場確認でわかった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

緑区

（まちづくり推進室）
　抽出した監査項目については適合と評価した。加えて以下の点について
提案を行った。
【目標設定】及び【点検及び評価】
　コピー用紙使用量前年度比5％削減の目標を設定、月ごとで前年度比も含
めた実績をグラフ化して室内に掲示しており、その結果、10月分使用量の
大きな増加に気づき原因の分析も行っていたが未解明であった。
　今後は、他の印刷機器の使用状況、他課室との共用コピー機の使用状況
も把握することで原因がつかめるかもしれないので、一歩踏み込んで調べ
てみること、更には共用コピー機を使用する総務課、企画経理室を巻き込
み、課室ごとの使用量表示を行うことでフロア全体でコピー用紙の削減に
取り組む機運を高めてはいかがかと提案した。
【取組状況】
　公用車は室として所有されていないが、業務による共用車等の利用実態
は多いため、エコドライブ等の意識付けの取組をよりいっそうお願いした
いと提案した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

守山区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

緑区

（民生子ども課）
　抽出した監査項目については適合と評価した。加えて以下の点について
提案を行った。
【目標設定】
　課としての目標は設定されていたが、今後は緑区全体の目標設定などに
も関心を持って情報収集に取り組み、課の目標を設定する折の参考にして
ほしいと提案した。
【取組状況】
　公用車燃料の上半期の使用実績が前年度比で約4％増えているため、個々
の車両管理をしっかりと行うことで燃料の使用削減につなげてほしいと提
案した。
【研　修】
　研修記録について、嘱託員にも研修を行っていたが記録されていなかっ
たため、今後は嘱託員も含めて記載するよう伝えた。
【点検及び評価】
　係ごとで所有するコピーカードにより累計使用枚数が表示される機能を
活用して、今後は係別・月別に使用表示を行い、課のメンバーに周知して
気付きを促してはどうかと提案した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（民生子ども課）
　各環境監査項目に関して、概ね適正に管理・実施されており、組織とし
て環境に配慮している様子が見受けられた。
　しかしながら、紙の使用量に関しては、業務量が増加しているとはいえ
増加しており、環境目標がクリアされていないため、今後改善する必要が
ある。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（名東保健所予防課）
　チェックシートに基づき上記監査対象者及び職員に聞き取り調査を実
施。
　その後、聴き取り調査をもとにして、事実関係の確認を行い、必要に応
じて写真撮影を行った。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

天白区

（企画経理室）
　目標設定シートに沿った取組が実施され、適切な目標が設定されてい
た。
　コピー用紙の使用量を月ごとにグラフ化して過去2年間と比較して掲示し
ており、意識啓発が図られていた。
　昨年度に用紙の使用量を急激に減らしたため、今年度の使用量は増加傾
向にあることを認識し、使用量の削減に努めていた。
　区政運営方針の配布先を限定するなど、配布する印刷物を減らすよう工
夫し、用紙の削減に取り組んでいた。
　職場のごみ箱をなくすなど、ごみの発生をなくすよう取り組んでおり、
職員にごみ減量への取組を意識させようとしていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪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

（まちづくり推進室）
　目標設定シートに沿った取組が実施され、適切な目標が設定されてい
た。
　コピー用紙の使用量を月ごとにグラフ化し前年度と比較して掲示してお
り、意識啓発が図られていた。
　昨年度に比べ使用量の削減に努め実行されていた。
　職場のごみ箱をなくし、個人のごみは各自で持ち帰るよう指示・徹底
し、ごみ発生の削減に取り組んでおり、職員のごみ減量への意識向上に努
めている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪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

総務局

（人材育成・コンプライアンス推進室）
≪指導事項：　２件≫
・裏紙の利用については職員が適宜、裏紙
の保管場所から持ち出して使用している状
況であり、コピー機やプリンターに裏紙が
セットすることでさらなる取組の実施が望
まれる状況であった。さらに、リサイクル
ボックス及び溶解文書の中に同じものが１
割程度含まれており、不要な印刷の防止に
ついて留意されたい。

・毎月のコピー用紙使用状況は、資料を作
成し職員へ周知されていたが、目標達成状
況が分からない状況であった。そのため、
推進員が行う目標達成状況の進行管理方法
について改善の余地があると指導した。

・裏面使用可能な用紙を入れる
箱を室専用のプリンター隣に設
置し、用紙の投入やプリンター
への出し入れをしやすくしたこ
とで、従来よりも裏面使用が促
進されるよう改善を行った。同
時に、不要な印刷を極力しない
よう改めて注意喚起を行った。

・コピー用紙使用状況及び目標
達成状況を示したエクセルデー
タを、N-EMS担当者が毎月メール
で室内職員に周知し、目標が達
成できているかを定期的に把握
できるようにした。

平成27年12月18日

平成27年12月18日よ
り開始

総務局

（男女平等参画推進室）
≪指導事項：　１件≫
・リサイクルボックスに片面印刷のものが
含まれており、裏面利用ができるものも含
まれていた。当該室では、適宜リサイクル
ボックスの中から裏面利用できるものを振
り分けているとのことであったが、リサイ
クルボックスに入れる際に裏面利用できる
ものは振り分けるよう指導した。

・リサイクルボックスへ用紙を
入れる際、一人ひとりの職員が
裏面利用を意識し、振り分けを
行うよう徹底する。

即時

市民経済局

（区政課）
≪指導事項：　１件≫
・コピー機を複数の課で共用しているが、
用紙類使用量を全体ではなく課ごとに把握
して、使用量削減の取組を実施されたい。

・課ごとに使用枚数が把握でき
るよう設定した。今後は、課ご
とに使用枚数を把握し、使用量
削減に取り組む。

平成27年11月13日

市民経済局

（北部市場）
≪指導事項：　２件≫
・紙の削減目標について作成されておら
ず、周知されていなかった。職員の意識向
上のためにも、紙の削減目標を至急作成
し、掲示や研修等で意識共有を図られた
い。

・産業廃棄物置き場について廃棄物保管場
所の看板の設置がされていなかった。

・早急に紙の削減目標を設定
し、掲示を行った。
　目標値は係長以上の定例会で
周知を行い、その後、係長によ
り各職員に研修を行うなど意識
共有を図った。今後とも係会等
で意識向上を図っていく。

・廃棄物保管場所の看板を作成
し、産業廃棄物置き場に設置し
た。

平成27年11月19日

平成27年11月中

平成27年11月27日

環境局

（昭和環境事業所）
≪指摘事項：　１件≫
・省エネ法の判断基準に従い施設のエネル
ギー管理を記した管理標準は作成されてい
た。しかし、具体的な取組について確認し
たところ、照度設備管理標準について、計
測・記録が行われていなかった。また、平
成23年3月に制定以降、現状に即した更新
がなされていないことから、管理標準の各
項目について見直しが必要である。

・施設のエネルギー管理につい
て、管理標準の規定に従い、適
切に実施していく。
　管理標準の各項目について、
現状に即した内容、数値の見直
しを行い、更新した。

平成28年1月25日

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

健康福祉局

（職員課）
≪指導事項：　２件≫
・用紙類使用量のうちコピー用紙について
は、コピー機を他課と共同で使用している
こともあり把握ができていなかった。今
後、実績を把握し、目標を設定するよう指
導した。

・廃棄用紙のボックスの中に裏紙として使
用できる紙が混ざっていたことや、印刷ミ
スをした資料が溶解文書の中に多数入って
いたことから、用紙の使用方法を見直すよ
うに指導した。

・コピー機を共同利用している
他課のコピーカードがささった
ままコピー機を利用することが
あったため、利用時は職員課の
コピーカードを利用するよう課
内で周知し、コピー機及び周辺
３箇所にその旨掲示した。ま
た、共同利用している他課にも
周知徹底してもらうよう依頼し
た。
　コピー用紙使用実績を課ごと
に集計し掲示するようにした。

・分別の徹底を周知するととも
に、廃棄用紙のボックスに、裏
面利用できるものは裏紙のボッ
クスへ入れるよう掲示。用紙分
別ボックス横に分別法を記載し
たものを掲示した。
　印刷ミスを減らすよう印刷前
に内容の再確認を行い、印刷枚
数の確認も行うよう再度周知し
た。
　また、廃棄用紙ボックス・溶
解文書ボックスを共同利用して
いる他課にも徹底してもらうよ
う依頼した。

平成27年12月分集計
時（平成28年1月中）
から開始

平成27年12月3日

健康福祉局

（身体障害者更生相談所）
≪指導事項：　２件≫
・用紙類使用量については、コピー用紙は
コピー機を他施設と共同で使用しているこ
ともあり把握ができていなかった。印刷物
についても使用量の把握ができていなかっ
た。今後、実績を把握し、目標を設定する
よう指導した。

・ごみの廃棄方法については、可燃ごみの
ごみ箱しか設置されておらず不燃ごみやプ
ラスチック類の分別ができていなかった。
今後分別ができるように改善するよう指導
した。

・当相談所におけるコピー用紙
の使用量を把握し、目標値を定
め、適正な使用に努めていく。

また、今後もコピーの必要性
の精査、両面コピーの徹底及び
裏面の積極的利用に努めてい
く。

印刷物については、使用量の
実績を把握することとした。

・不燃ごみ、プラスチック類の
ゴミ箱をそれぞれ設置し、分別
を徹底するようにした。

平成28年3月1日

平成27年12月1日

子ども青少年局

（上名古屋保育園）
≪指導事項：　１件≫
・紙の使用について、使用量記録ボードに
各月ごとの目標を掲出されたい。

・各月の目標値を前年同月比0%
増とし、コピー機の前に前年度
の用紙類使用量のグラフを掲示
した。

平成27年11月13日

緑政土木局

（ポンプ施設管理事務所）
≪指導事項：　１件≫
・フロン排出抑制法に係るエアコンの簡易
点検が適切に行われていない時期があっ
た。

・今年度施行による点検で、年
度当初に点検していない時期が
あった。今後は年度当初から点
検を行う。

平成28年度



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

上下水道局

（鍋屋上野浄水場）
≪指導事項：　１件≫
・コピー機に裏紙がセットされておらず、
また、セクションごとの用紙類使用量を把
握していなかったことから、その削減に向
けた取組の一環で改善が必要と思われる。

≪指摘事項：１件≫
・環境関連法令の運用にあたって、廃棄物
処理法に基づく手続きとして、産業廃棄物
の引き渡し時にマニフェストを交付する際
に、「交付担当者」欄に特定の担当職員氏
名が予め印字されたものを使用しており、
実際に引き渡した職員と異なるケースも
あったことから直ちに是正が必要である。

・現在当場では、他課と同じ執
務室で執務を行い、コピー機も
共用している。また、支払いも
当場が一括で支払っている。
　他課と使用量を分別して把握
するためには導入費用等別途経
費が必要となるため、導入まで
は他課とコピー数量全体の増減
情報をしっかり共有し、コピー
の必要性の精査や両面コピーを
徹底するほか、コピー機に裏紙
をセットして裏面の積極的利用
等を進めるなど、全体で更なる
削減に取り組んでいく。

・交付担当者欄に予め印字がさ
れたマニフェストの使用を止
め、引き渡しの都度、記入・押
印するよう是正する。

平成27年12月11日

平成27年12月15日

西区

（西保健所）
≪指導事項：　１件≫
・目標設定シートが作成されておらず、作
成を指導した。

・目標設定シートの作成を行っ
た。

平成27年12月15日

中村区

（まちづくり推進室）
≪指導事項：　１件≫
・リサイクルボックスの溶解文書を確認す
ると２割～３割再利用できる裏面白紙用紙
が見受けられた。

・即日、再利用できる裏面白紙
用紙をコピー機にセットした。
　また、後日、朝礼にて指導事
項について周知するとともに、
リサイクルボックスの溶解文書
の周辺に、再利用を促す一文を
掲示した。

平成27年11月30日

平成27年12月16日

昭和区

（福祉課）
≪指導事項：　２件≫
・目標設定さ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。
また、公用車使用の目標設定が「事務連絡
車はない」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にすべ
きである。

・ごみ箱にリサイクル可能な紙が捨てられ
ていた。

・環境に配慮しながらも業務に
支障が出ないよう現実に即した
目標設定に見直しを行うととも
に、職員への周知を徹底した。
　公用車については、従前より
毎月8日は特に不要不急の公用車
は不使用とし、予約簿には「毎
月8日は『環境保全の日』です。
公用車の使用は控えましょ
う。」と明記していたので、そ
のように目標設定を修正した。

・リサイクル可能な紙が混入し
ないように、分別に関する表示
を分かりやすいものにするとと
もに、改めて朝礼で注意喚起を
徹底し、意識啓発を行った。

平成27年12月11日

平成27年12月3日

平成27年11月25日、
12月11日



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

南区

（福祉課）
≪指導事項：１件≫
・過去の環境監査で自区をはじめとして区
役所等で指摘されている事項は、職員に供
覧するなどして、参考としていただきた
い。

・係会議での周知や供覧等で係
員の意識を高めていく。

平成27年12月15日


