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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 28 年 10 月 27 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。 
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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２５件／指導事項２６件／指摘事項３件） 

区分 優良事項 指導事項 指摘事項 

目標設定 ７ ２ ― 

取組状況 ９ ７ １ 

研修 ２ ７ ― 

文書の管理 １ １ ― 

運用管理 １ ３ １ 

点検及び評価 ４ ３ １ 

役割及び責任 １ １ ― 

環境監査 ― ２ ― 

※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＞ 

○エネルギー削減策についての職員提案を募り、実現可能性を検討し

た上で年２件ずつ採用、実践している。 

○課内のエコドライブマイスターから他の職員に対してエコドライブ

教育を年１回行っており、知識、技能の周知及び意識啓発を積極的に

行っている。 

○各種掲示物による用紙類削減に向けた啓発がなされていた。 

○公用車の代替としてアシスト式自転車を導入し温室効果ガス排出量

削減に向けた工夫が見られた。 

○お客様が集まる１階フロアにもかかわらず、お客様のカウンターか

ら離れた後ろの部分は昼休み時、消灯しているとのことでしっかり

節電が意識されていた。 

○平成２８年３月にプラグインハイブリッド車を公用車として導入

し、排出ガス抑制に努めている。また、電気自動車等の利用促進を目

的に、充電スペースとして「天白ＥＶチャージスポット」を駐車場に

設置している。 

＜取組状況＞ 

○コピー機に紙を入れた日時などを記入するシートがコピー機の横に

掲出されており、コピー用紙の使用量が常に把握できるよう工夫さ

れている。 

○用紙類のリサイクルについては、色分けしたボックスを使い、間違い

のないように分別が行われていた。 

○セキュリティプリントシステムの導入により、出力命令後も、個人認

証をしないと印刷できない仕組みとなっていた。さらに、プリンター

にて印刷部数の変更や取消を行う機能もあり、印刷前に内容を再確

認できるので、コピー用紙類使用量の削減につながっている。 

○コピー機、プリンター、FAX の用紙に裏紙を積極的に使用していた。

○蛍光灯について、ダミー管を使用し、省エネに取り組んでいた。 

○裏面利用のスタンプを作成し、組織として裏面利用を徹底している。

○所内の主査会において、用紙類削減のために紙媒体から電子媒体で

の保存とすることを励行していく方針が出されており、他の部署の

参考となる事例である。 

○内部の会議で可能なものは、会議資料を電子で送付し必要な分だけ

各自で印刷して会議に出席する形をとることにより、紙の使用量の

削減に取り組んでいる。 
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○年間 16,000 件を超える区内事業所への実地審査・監視指導等に行く

際、その９割以上で自動車の利用を控え、率先して自転車を利用して

おり、温室効果ガス排出量削減に寄与している。 

＜研修＞ 

○研修の機会を利用して、所属として取り組むことができることを検

討するとともに、受講後も適宜、朝礼等において受講者の理解度を確

認するなど、効果的に研修が実施されている。 

○毎月１５日は環境の研修の日と決め、朝礼で課長が自ら考えたわか

りやすいテーマで研修を行っていた。 

＜文書の管理＞ 

○目標基準を超えた際には原因分析を行い、対応策について管制室の

目に付く場所に掲げることで改善効果を高めている。 

＜運用管理＞ 

○フロン排出抑制に係る空調機器の点検について、年１回の定期点検

はもとより、簡易点検を毎月、いずれも専門業者により実施し、適正

に記録されていた。 

＜点検及び評価＞ 

○個人のごみの発生抑制が難しい中、購入先の回収箱の利用や各自で

持ち帰るなどの取り組みを実施しており、職員への注意喚起も常に

行っている。 

○廊下の照明は一部だけつけ、ついている照明についても片側の蛍光

灯を外し節電への取り組みを徹底している。 

○１０月に体育室の照明を LED に変えたことにより、電気使用量を大

幅に削減した。 

＜役割及び責任＞ 

○「消灯・施錠等チェック表」を作成し、消灯（始業前・昼休み）・プ

リンターの電源オフについても毎日チェックし、消し忘れによる無

駄なエネルギー使用の防止に努めている。 
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指摘・指導事

項 

＜目標設定＞ 

○課としての用紙類削減の数値目標が設定されていなかった。 

○コンセントオフの取組がされていなかった。 

＜取組状況＞ 

○裏紙の利用はされているものの、裏紙用の箱の中に、機密性の高い内

容の文書が混入していた。裏紙使用に際しての分別（チェック）が不

十分であった。 

○コピー機を複数の課室で共用しているが、用紙類使用量を全体では

なく課室ごとに把握して、使用量削減の取り組みを実施されたい。 

○事業所内のコピー機の台数、配置が把握されておらず、また、用紙に

ついて数値的な削減目標が設定されていなかった。 

○用紙の使用量が昨年度に比べ増加していた。 

○用紙類の削減目標について職員への周知徹底を図られたい。 

＜研修＞ 

○研修は計画的に実施されているが、抽出ヒアリングをした職員の中

には更に理解度を高める必要がある者が見受けられた。 

○研修は職員各自で取り組んでいるが、取組の統一や理解度の確認を

行うためにも、朝礼等を活用して行われたい。 

○研修については、メールにて資料を送付したものを各自が供覧する

のみであった。 

○エコドライブマイスターが不在で研修が行われていなかった。 

○研修を受講している割合が半分以下のため、研修の時間帯や複数回

実施するなど職員が参加しやすい環境にしていただきたい。 

＜文書の管理＞ 

○定時退庁日の実施、環境保全の日の公用車使用抑制が徹底されてい

なかった。 

＜運用管理＞ 

○産業廃棄物保管場所にかかる掲示がなされていなかった。 

○フロン排出抑制法に係る空調機の簡易点検が行われていない。 

○産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、照合確認欄が未記入で

あったことから、記入するよう指導した。 

○業務用空調機器の簡易点検について、職員により目視点検は行われ

ているが、点検の履歴、書類の保管がされていない。 

＜点検及び評価＞ 

○エコドライブマイスターがいない状態であった。 

○空調設備について、フロン排出抑制法に係るエアコン点検が適正に

行われていなかった。 
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○昨年度に比してコピー使用量が増加していることを踏まえ、コピー

使用量について前年度との比較が一目でわかるグラフ・表などをコ

ピー機の近くに掲示し、職員に対しさらなる意識啓発を行うこと。 

○目標を達成するためには、実績を比較するなど分析し点検・評価する

ことが必要であるが、N-EMS 実績集計システムに入力がされていない

ものや誤入力があるなど分析を行う上での環境が整っていないとこ

ろが見られた。 

＜役割及び責任＞ 

○コピー用紙をはじめとする消耗品及びごみ（用紙）の排出について

は、用紙の他課との共同購入等を理由に、いずれも毎月の把握がされ

ていない。課として把握するとともに、リソグラフ印刷に係る月別使

用量の見える化といった取組が求められる。 

＜環境監査＞ 

○市全体の環境監査の結果や指摘事項についても周知されたい。 

 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 

１ ５０ １１ ２ 

  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 裏紙が発生しない 

６２ １ １ 

  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 

６２ ２ 

  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 

同じものは数枚程度 同じものは１割程度 

５８ ６ 

  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 

７ ４２ １５ 
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（２）改善措置等 

１９課室公所において、２９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 

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。昨年度に

比べ、優良事項が増えており、各所属で創意工夫をしながら取組が行われていた。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取組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。 

その一方で、指導・指摘事項も増えていた。来年度に向けて、同様の指導・指摘事項

がないよう監査のフィードバックをしっかり実施していくことが重要である。 

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。フロン排出抑制法で課せられている点検について、多くの施設ではきちんと

行われていたが、一部の施設で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。今年度も裏紙利用、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

もあった。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 審査課 
子ども青少年局 

総務課長 

市長室 秘書課 児童虐待対策室長 

防災危機管理局 危機対策室 
緑政土木局 

企画経理課長 

病院局 東部医療センター 緑地事業課長 

総務局 
法制課 

交通局 
企画財務部主幹 

人事課 如意営業所長 

財政局 
市民税課 病院局 総務課長 

ささしま市税事務所管理課 防災危機管理局 地域防災室長 

市民経済局 
人権施策推進室 

健康福祉局 
総務課長 

工業研究所 障害企画課長 

観光文化交流局 
総務課 

消防局 
職員課長 

国際交流課 指導課長 

環境局 
地域環境対策課 

観光文化交流局 
総務課長 

南陽工場 MICE 推進室長 

健康福祉局 
食品衛生課 

市民経済局 
総務課長 

植田寮 企画経理課長 

子ども青少年局 
子ども未来課 

環境局 
総務課長 

玉野川学園 大気環境対策課長 

住宅都市局 
まちづくり企画課 

教育委員会 
企画経理課長 

住宅企画課 学校計画室長 

緑政土木局 
河川工務課 

上下水道局 
建設部主幹 

南土木事務所 企画経理部主幹 

市会事務局 調査課 
総務局 

総務課長 

監査事務局 監査第一課 統計課長 

教育委員会 
スポーツ振興課 市会事務局 総務課長 

博物館 監査事務局 工事監査室長 

消防局 

施設課 

住宅都市局 

企画経理課長 

中消防署 
ささしまライブ 24 

総合整備事務所長 

上下水道局 
工務課 会計室 審査課長 

職員研修所 市長室 広報課長 

交通局 
自動車運転課 

財政局 
財政課長 

名城線東部駅務区 市民税課長 

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 
地域力推進室 

昭和区 
地域力推進室長 

千種保健所企画調査係 保健所生活環境課長 

東区 
総務課 

北区 
福祉課長 

東保健所 保健予防課長 

北区 
楠支所区民生活課 

西区 
福祉課長 

楠支所区民福祉課 保健所次長 

西区 
市民課 

中村区 
生活環境課長 

山田支所区民生活課 企画経理室長 

中村区 
企画経理室 

東区 
総務課長 

中村保健所生活環境課 東保健所次長 

中区 
総務課 

熱田区 
総務課長 

中保健所生活環境課 生活環境課長 

昭和区 
総務課 

守山区 
市民課長 

市民課 保険年金課長 

瑞穂区 
地域力推進室 

南区 
総務課長 

瑞穂保健所企画調査係 保険年金課長 

熱田区 
地域力推進室 

中川区 
総務課長 

民生子ども課 中川農政課長 

中川区 
福祉課 

港区 
市民課長 

富田支所区民福祉課 港保健所次長 

港区 
総務課 

中区 
市民課長 

港生涯学習センター 保険年金課長 

南区 
企画経理室 

緑区 
総務課長 

民生子ども課 保健予防課長 

守山区 
企画経理室 

名東区 
総務課長 

福祉課 福祉課長 

緑区 
企画経理室 

天白区 
保険年金課長 

徳重支所区民福祉課 次長 

名東区 
市民課 

千種区 
地域力推進室長 

保険年金課 保健所次長 

天白区 
総務課 

瑞穂区 
総務課長 

市民課 保険年金課長 



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）
　所属の規模が小さく、事業担当課でないことから元々の使用量が少な
く、事務見直し等による大幅な削減は難しい状況にある。その中で具体的
な削減目標（例：コピー用紙の使用量を年間1箱減らす）を示し、各職員が
目標達成に向け主体的に取り組んでいる。
　特徴的な取組としては、会計室の内部ホームページにN-EMSに関するペー
ジを設置し、研修資料や目標設定シート等の資料を自由に閲覧できるよう
する、コピー機に使用実績のグラフを掲示する等の職員に対する意識啓発
のほか、暖房効率を向上させる等エネルギー消費量の削減の取組が実施さ
れている。

≪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

（危機対策室）
　朝礼等を活用して、環境目標の周知等のN-EMS活動への取り組みを進めて
いた。
　離席時にパソコンの電源をスリープモードにする取り組みを行ってお
り、実地監査により確認した。また、昼休みの消灯も適切に行われている
ことを、ヒアリングにより確認した。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

市長室

（秘書課）
　今年度から国際交流課が観光文化交流局に移管され、前年度実績との単
純比較ができないため、目標値には秘書課・広報課の２７年度実績の合算
値が置かれている。
　エネルギー使用量については公用車へのハイブリッド車の導入や毎月８
日のノーカーデーの実施により削減に努めているほか、課内の運転士６名
がエコドライブマイスターの認定を受けており、エコドライブに積極的に
取り組んでいる。
　用紙類使用量については事業特性・規模からみて大幅な削減は困難だ
が、裏紙使用・Nアップ印刷の徹底等の日常的な取組による効果が見られ
る。
　特徴的な取組としては研修実施後に全受講者に対しアンケートを実施し
ており、研修内容の定着に寄与しているものとみられる。

≪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）

（法制課）
　職員一人ひとりの行動がごみゼロにつながることなど、推進員により機
会を捉えて意識啓発がされており、所属職員の意識が高いことが確認でき
た。
　特に、用紙類使用量の削減については、パソコン上での処理が徹底され
ており、文書管理システム、共有フォルダを用いて、供覧・保存されてい
た。
　また、コピー用紙については、毎月の使用量をグラフにして掲示し、職
員全員が使用量を把握できるようにされていた。
　節電の取組については、退庁時のチェックリストにより、蛍光灯、プリ
ンターや電気ポットの電源の消し忘れがない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≫

（人事課）
　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
は見受けられないものの、具体的な目標設定及び実績の所属内共有には改
善の余地がある。
　掲示物・ごみの分別・昼休みの消灯当番の周知方法等は工夫がされてお
り、職員の意識づけに寄与している。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（市民税課）
　監査結果は概ね良好であったが、用紙類の使用について指導事項とし
た。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・裏紙の利用はされているものの、裏紙用の箱の中に、機密性の高い内容
の文書が混入していた。裏紙使用に際しての分別（チェック）が不十分で
あった。
≪指摘事項：　０件≫

（ささしま市税事務所管理課）
　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、一部取り組み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室で共用しているが、用紙類使用量を全体ではなく
課室ごとに把握して、使用量削減の取り組みを実施されたい。
≪指摘事項：　０件≫

総務局

財政局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（人権施策推進室）
　課目標をプリンター付近に掲示し、職員がいつでも確認し意識できるよ
うに努めている。
　また、コピー用紙の使用量の比較グラフを執務室内に掲出するなど、用
紙類の削減に向けた意識付けも行われており、リサイクルボックスや溶解
文書への仕分けや裏面利用・両面印刷の徹底もおおむね適切になされてい
る。
　さらに、前年度の用紙類の使用状況を分析・評価した上で、使用量の削
減に向けて、２アップ印刷・４アップ印刷の推進などの取り組みが実施さ
れているなど、指摘・指導すべき点は見受けられなかった。

≪優良事項：　１件≫
・研修の機会を利用して、所属として取り組むことができることを検討す
るとともに、受講後も適宜、朝礼等において受講者の理解度を確認するな
ど、効果的に研修が実施されている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（工業研究所）
　局目標及び課目標について朝礼等で周知がされ、用紙類のリサイクル
ボックスや溶解文書への仕分けや裏面利用・両面印刷の徹底も適切に行わ
れている。
　また、研修については、講師の説明後に受講者が職場や家庭での省エネ
の取り組みについて発表し合うなど、より効果的に行う工夫がされてい
る。
　さらに、産業廃棄物の保管やマニフェストの管理、省エネに配慮した設
備管理についても適切に実施されており、前年度の環境監査報告書も職場
内で供覧し、所属における取り組みの参考としているなど、指摘・指導す
べき点は見受けられなかった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（総務課）
　今年度、新たに発足した組織であるため前年度の実績がないことから、
組織目標を示すことができない状況であった。
　そこで、コピー機の使用状況など、現状の数値を分かり易くグラフ化
し、コピー機前の壁面に掲出することで職員の意識の向上を図っていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（国際交流課）
　課名は同じであるが、今年度、仕事の内容や職員数が変更されたため前
年度の実績が参考とならないことから、組織目標を示すことができない状
況であった。
　そこで、コピー機の使用状況など、現状の数値を分かり易くグラフ化
し、コピー機前の壁面に掲出することで職員の意識の向上を図っていた。
　なお、昨年度も環境監査を受けた実績があり、昨年度に受けたアドバイ
スも監査後すぐに課職員に徹底しているなど、意識の高さを聞き取りでき
た。
　また、ごみ分別の説明書を分別ボックスの付近に掲出するなど、職員の
意識の向上に努めていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

市民経済局

観光文化交流局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（地域環境対策課）
　局目標を基準にして、前年度までの実績及び取組状況を評価し、今年度
の業務計画を考慮して、目標を設定している。
　印刷物は、業務の状況により年度による変動が大きく、今年度は印刷の
予定はないとのことだが、印刷物を作成する際は、印刷部数を精査し、残
部が発生しないように努めている。
　書画カメラの活用によるペーパーレス化や両面コピーの推進により、コ
ピー用紙の削減に取り組んでいる。前回の市全体の環境監査の結果を受け
て、コピー機周りの見える化に取り組んでいる。

≪優良事項：　１件≫
・コピー機に紙を入れた日時などを記入するシートがコピー機の横に掲出
されており、コピー用紙の使用量が常に把握できるよう工夫されている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（南陽工場）
　管理標準を備えるとともに契約電力の一定レベル以下の維持や還元施設
への熱供給の計画外の停止をなくすこと、処理水の100％再利用の維持等の
目標を定めている。
　排ガス中の有害物質濃度の基準を設けて管理し、前年度比較も行ってい
る。
　環境配慮の取組の見学者への説明を行っている。
　フロン排出抑制法に基づく空調機器の点検が適切に行われている。
　変則勤務職場であり、嘱託員も含め勤務時間が異なる職員も受講できる
よう３回に分けて研修を行っている。
　用紙の削減や両面印刷、裏紙利用を実践している。

≪優良事項：　２件≫
・エネルギー削減策についての職員提案を募り、実現可能性を検討した上
で年２件ずつ採用、実践している。
・目標基準を超えた際には原因分析を行い、対応策について管制室の目に
付く場所に掲げることで改善効果を高めている。
≪指導事項：　２件≫
・研修は計画的に実施されているが、抽出ヒアリングをした職員の中には
更に理解度を高める必要がある者が見受けられた。
・産業廃棄物保管場所にかかる掲示がなされていなかった。
≪指摘事項：　０件≫

健康福祉局

（食品衛生課）
　局としての用紙類・温室効果ガスに対する数値目標は設定されており、
それを把握できている。また、課としても対前年同期比で増減量を掲出す
る取組がなされているが、具体的な数値目標が設定されていない。削減の
取組を分析・評価するためにも、課としての数値目標を設定されたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・課としての用紙類削減の数値目標が設定されていなかった。
・研修は職員各自で取り組んでいるが、取組の統一や理解度の確認を行う
ためにも、朝礼等を活用して行われたい。
≪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

（植田寮）
　用紙類・温室効果ガス削減に向けた寮としての具体的な数値目標が設定
されており、職員が意識的に取り組んでいる。省エネ法や廃棄物処理法に
基づく書類の作成・管理等も適切に行っており、指摘・指導すべき箇所は
見受けられなかった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（子ども未来課）
　目標設定シートは所属職員がよく見える位置に掲示されていた。
　前々年度の用紙類使用量が多かったことから、過去３年間の月別使用量
グラフがコピー機の付近に提示され、現状が把握できる工夫がされてい
た。

≪優良事項：　１件≫
・用紙類のリサイクルについては、色分けしたボックスを使い、間違いの
ないように分別が行われていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（玉野川学園）
　エアコンの温度設定が、スイッチ部分に貼付されていた。
　電灯スイッチには、消灯を促すシールが貼られていた。
　施設利用者に対して、ゴーヤによる緑のカーテンや食品ロスを減らす等
の環境配慮の提案がなされていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

住宅都市局

（まちづくり企画課）
　目標に沿った取り組みが適切に進められており、用紙の使用に関して両
面印刷や２アップを活用するなどという工夫で少量化が図られていた。ま
た、業務上公用車の使用が多いが、相乗りや公共交通機関使用の促進を呼
び掛け、ガソリン使用量の削減にも努めていた。
　昼休憩時の職場消灯も担当により実施されており、退庁時についても最
終退庁者へスイッチオフを呼び掛ける掲示がされている。
　職場内のごみの分別についても、例示がごみ箱の上部に掲示されてお
り、適切な処理が進められていた。

≪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）

住宅都市局

（住宅企画課）
　用紙類使用量について、昨年度の増加についての分析ができており、今
年度上半期分は目標を達成しているなど適切に進められていた。OA機器の
周辺に、市・局・課ごとの用紙類使用量の推移や課の月ごとの使用量が掲
示されている等、各職員がいつでも確認し、意識できるように努められて
いる。
　また、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
制で行うことで、すべての職員の省エネに対する意識の啓発を図る等、工
夫がされていた。退庁時についても鍵設置個所に最終退庁者へ各電子機器
の電源オフの確認を促す掲示がされている。
　職場内の整理整頓も適切に行われており、ごみの分別等に関しても前年
度監査の優良事例を参考に分別の例示が掲示されており、意識の高さがう
かがえた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（河川工務課）
　局および課の目標は研修を通じて課の全職員に周知されており、掲示物
や朝礼により用紙削減と温室効果ガス排出削減への取り組みについて日常
より意識付けされていた。
　N-EMS研修については、朝礼での概要説明と会議室でのプロジェクターを
使った研修により確実に実施されていた。未受講者に対してもイントラ
ネットの研修資料を閲覧するよう促し、フォローが適切に行われていた。
　車両の燃料使用量に対しては、エコドライブの心得を掲示するなど、職
員への啓発が適切に行われていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（南土木事務所）
　局および課の目標は研修を通じて事務所の全職員に周知されており、会
議室の空室時の空調停止、執務時間以外の消灯、空調フィルターのこまめ
な清掃、夏季のゴーヤによる緑のカーテンの実施の取組が確認できた。
　N-EMS研修については業務を勘案し、２回に分けて実施しており、事務所
全職員が受講している。
　実績のデータにおいては昨年度と今年度上半期と比較しても、今年度数
量が増えている項目は無く、適切であった。
　その一方で、下記のとおり、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。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　１件≫
・フロン排出抑制法に係る空調機の簡易点検が行われていない。

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）

市会事務局

（調査課）
　所属の目標については、達成状況に応じて適宜、見直しが図られてお
り、掲示や朝礼の場などで周知徹底が図られていた。また、エコドライブ
マイスターからエコドライブ教育を行うなど、積極的な意識啓発に取り組
んでいた。
　実績及びヒアリングから、用紙類使用量の削減に努めていること、昨年
度との増減の要因も分析されていることが確認できた。
　職員研修についても、適切に実施されており、職員への聞き取りの際に
も本市の目標を把握し、目標達成への意識形成が行われていることが確認
できた。
　監査結果についても、昨年の結果から参考となる事例を積極的に取り入
れ、環境活動に役立てようとする姿勢が見受けられた。

≪優良事項：　１件≫
・課内のエコドライブマイスターから他の職員に対してエコドライブ教育
を年１回行っており、知識、技能の周知及び意識啓発を積極的に行ってい
る。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

監査事務局

（監査第一課）
　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
れの取り組み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。
　実績及びヒアリングから、昨年度との増減の要因について分析され、掲
示により周知されていることが確認できた。また、用紙類使用量の削減に
ついても、監査報告書の印刷部数の抑制を継続して実施するなど、積極的
に取り組まれていた。
　職員研修についても、適切に実施されており、職員への聞き取りの際に
も本市の目標を把握し、目標達成への意識形成が行わ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≫

病院局

（東部医療センター）
　施設が比較的新しいため、屋上緑化、トイレの水に雨水を使用するなど
の設備が導入されており、環境に配慮した取組がなされていた。
　空調機については、３か月ごとの簡易点検が職員により適切に行われて
いた。
　産業廃棄物については、マニフェストが適切に保存されていた。また、
保管場所については、その旨掲示し適切に管理が行われていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・研修については、メールにて資料を送付したものを各自が供覧するのみ
であった。
≪指摘事項：　１件≫
・事業所内のコピー機の台数、配置が把握されておらず、また、用紙につ
いて数値的な削減目標が設定されていなかった。



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（スポーツ振興課）
　今年度は、昨年度と比べ、アジア大会への対応によるコピー用紙の使用
量が増加している状況となっていたが、環境負荷軽減への取り組みとし
て、執務室のコピー機付近に、目標設定シート・用紙節約やごみの分別な
どを促すポスター等の掲示、ごみ・資源に応じて、わかりやすい表示によ
る分別が行われており、用紙の再利用やごみの分別などが適切に行われて
いた。また、研修においても、課職員へのヒアリングでは、用紙の裏紙利
用やごみの分別徹底に取り組んでいるなどとの回答があり、適切に研修が
実施され、職員の環境への取り組み意識について浸透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≫

（博物館）
　家庭用エアコンの室外機の点検、ＰＣＢの点検が実施され、産業廃棄物
も場所を明示しての保管が行われていた。また、環境関連書類も作成・保
管されていた。
　種別ごとにごみ箱を分けてその表示をする取組、席にいない者のパソコ
ンのスイッチオフがなされていた。
　裏紙利用などの取り組みは行われていたが、博物館の業務の性質上、企
画展などの実施に当たり、あらかじめ来場予定数を見込み、アンケート、
チラシ等を印刷発注するため、実際の来場者数とのズレが生じ、結果とし
て余剰が生じてしまうため、現状は概ね把握していたものの、取り組みに
限界を感じ、削減に向けての具体的なビジョンがはっきりしていないよう
に見受けられた。
　ヒアリングの結果、研修内容が職員に浸透しているとは言い難い状況で
あった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・研修内容を職員が理解できるよう、研修の実施方法を見直すこと。
≪指摘事項：　０件≫

消防局

（施設課）
　目標設定シートを所属内に掲示し、常時職員が目標を確認できるように
していた。用紙類使用量については実績値をコピー機近くに掲示し、用紙
類使用量削減のための啓発を目的としたポスターを掲示することで職員へ
の意識啓発に努めていた。また、ごみの分別について分類を例示し分別誤
りがないよう努めており、発生抑制のための取り組みもなされていた。

≪優良事項：　１件≫
・個人のごみの発生抑制が難しい中、購入先の回収箱の利用や各自で持ち
帰るなどの取り組みを実施しており、職員への注意喚起も常に行ってい
る。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

教育委員会事務局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

消防局

（中消防署）
　電気使用量や用紙類使用量などについて所属の実績を把握し、前年度と
比較して増加傾向にあるものは、機会をとらえて職員に注意喚起を行って
いた。節電への取り組みを徹底しており、また空調についても運用基準を
温度計と共に掲示し、常に職員が意識できるよう努めていた。産業廃棄物
は適切に保管されていることを確認したが、産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）について未記入の部分があった。

≪優良事項：　１件≫
・廊下の照明は一部だけつけ、ついている照明についても片側の蛍光灯を
外し節電への取り組みを徹底している。
≪指導事項：　１件≫
・産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、照合確認欄が未記入で
あったことから、記入するよう指導した。
≪指摘事項：　０件≫

（工務課）
　前年度については用紙類使用量、廃棄物発生量ともに前々年度から増加
している項目も見受けられたが、増加要因を経常的なもの・突発的なもの
に区分するなど分析を行ったうえで、目標が設定されており適切である。
　前年度の実績をグラフ化し、職務スペース内に掲示することで、日頃か
ら職員に対して注意喚起できるよう取り組んでいる。前年度実績のグラフ
に今年度実績を毎月加筆していくことで現状の周知に努めている。また、
廃棄物については６種類のごみ箱の配置を固定化し、色分けされたごみ箱
の配置図を掲示することで誤投棄が起こらないよう工夫されている。毎月
の課環境会議において、前月の実績を確認し、係長を通じて職員へ周知し
ていく仕組みが構築されている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（職員研修所）
　用紙類使用量、燃料使用量及び廃棄物発生量等について、前年度におい
て増加した項目について分析を行い、増加原因の把握を行っている。その
うえで、各項目について前年度実績を上回らないよう適正に目標設定を
行っている。
　設定した目標については、コピー機の近くに掲示して周知を行うととも
に、研修所内の環境対策会議において実績を報告し、現状の共有を図って
いる。
　フロン排出抑制法により義務付けられているエアコン点検については、
職員による目視点検が３か月に１回行われ、さらに業者による定期点検が
実施されており、適正に実施されている。
　また、用紙類使用量の削減については、職員研修所という施設の性格
上、資料を作成することが多いが、できるだけ紙の資料を少なくするよう
取り組んでいる。また、紙の使用量削減のため電子決裁の利用を推進して
おり、高い電子決裁率を達成している。

≪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）

（自動車運転課）
　市バス業務の管理を行っているため、独自に外部研修を受講するなど、
エコドライブに力を入れた取り組みを行っていることが確認できた。
　また、コピー用紙類使用量の削減目標を設定しており、目標及び使用量
の昨年度比較をコピー機に掲示することにより、所属員への周知及び意識
啓発も積極的に行っていた。

≪優良事項：　１件≫
・セキュリティプリントシステムの導入により、出力命令後も、個人認証
をしないと印刷できない仕組みとなっていた。さらに、プリンターにて印
刷部数の変更や取消を行う機能もあり、印刷前に内容を再確認できるの
で、コピー用紙類使用量の削減につながっている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（名城線東部駅務区）
　執務室は地下にあるが、昼休みに保安灯を利用した部分消灯を行うなど
省エネに対する取り組みをできる限り行っていた。
　また、コピー用紙類使用量の削減に力を入れており、会議資料を２ｉｎ
１や両面で印刷を行ったり、同じ内容の会議を複数回行う際は、参考資料
を１回分に必要な部数しか印刷せず、使いまわしたりすることにより、必
要最低限の印刷枚数になるよう努めていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

千種区

（地域力推進室）
　目標設定シートに基づいて事前書類審査、当日ヒアリングを行ったあ
と、実際の取り組み状況について実地検査を行った。

≪優良事項：　３件≫
・各種掲示物による用紙類削減に向けた啓発がなされていた。
・公用車の代替としてアシスト式自転車を導入し温室効果ガス排出量削減
に向けた工夫が見られた。
・コピー機、プリンター、FAXの用紙に裏紙を積極的に使用していた。
≪指導事項：　４件≫
・コンセントオフの取組がされていなかった。
・エコドライブマイスターが不在で研修が行われていなかった。
・用紙の使用量が昨年度に比べ増加していた。
・定時退庁日の実施、環境保全の日の公用車使用抑制が徹底されていな
かった。
≪指摘事項：　０件≫

交通局



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

千種区

（千種保健所企画調査係）
　前年度までの実績及び取組状況をもとに、今後の業務計画を考慮して、
目標が設定されている。８日の環境保全の日に車の使用を控えるように使
用予定簿には網掛けをしていた。
　２回研修を行い全ての職員が参加できるように配慮されており、研修記
録も作成・保管されている。
　コピーの使用量について、毎月のデータを表に記入し、貼り出し、職員
に使用量抑制を呼びかけていた。
　取組は、一部分を除いて、おおむね良好であった。

≪優良事項：　２件≫
・蛍光灯について、ダミー管を使用し、省エネに取り組んでいた。
・裏面利用のスタンプを作成し、組織として裏面利用を徹底している。
≪指導事項：　１件≫
・エコドライブマイスターがいない状態であった。
≪指摘事項：　１件≫
・空調設備について、フロン排出抑制法に係るエアコン点検が適正に行わ
れていなかった。

（総務課）
　昨年度の使用実績などをもとに目標が適正に設定されていた。また、所
属内研修も事前に研修資料を確認させ、後日講師により資料を用いた解説
をしており、効果的に研修を実施していた。これらの取組の結果、用紙類
については対前年度比で減少しているが、今後更なる取組を推進するた
め、使用量のグラフを掲示するなどの視覚化を図るとよい。
　廃棄物については、ごみの種類ごとに分別収集したのち、所定の蓋付き
ごみ置き場において保管されていた。また、フロン排出抑制法に基づく点
検等については、適正に点検及び記録がなされていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（東保健所）
　昨年度の使用実績などをもとに目標が適正に設定されていた。また、所
属内研修も、所定の研修に加え、係長級以上の職員を対象として改めて研
修を実施しており、指導的立場にある職員の意識啓発に力を注いでいる状
況が見て取れた。
　廃棄物については、ごみ箱の容器に具体例を記載するなど、廃棄の際に
職員が迷わないような工夫が施されていた。また、医療廃棄物について
も、適正に処理されていた。
　総じて、環境問題に対して組織で取り組む姿勢が随所に垣間見え、他部
署の模範たるに相応しい所属であった。

≪優良事項：　１件≫
・所内の主査会において、用紙類削減のために紙媒体から電子媒体での保
存とすることを励行していく方針が出されており、他の部署の参考となる
事例である。
≪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）

（楠支所区民生活課）
　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ただきたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・用紙類の削減目標について職員への周知徹底を図られたい。
・市全体の環境監査の結果や指摘事項についても周知されたい。
≪指摘事項：　０件≫

（楠支所区民福祉課）
　目標設定シートに掲げられた事項は概ね実行されており、用紙等の適正
使用、分別・資源化の推進に取り組まれていた。
　用紙類の使用状況についても、使用量の前年同月比が明示されており、
朝礼、掲示などにより用紙の使用量削減を呼びかけるなど、具体的な目標
の周知が不徹底ではあるものの削減マインドの共有は図られていた。
　空調（冷房）に関しても、職員や利用者の健康維持とのバランスを考慮
しつつ、網戸を活用するなどのエネルギー節約への工夫が見られた。
　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。
　制約の多い中ではあるが、積極的に取り組みを継続していただきたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・用紙類の削減目標について職員への周知徹底を図られたい。
・市全体の環境監査の結果や指摘事項についても周知されたい。
≪指摘事項：　０件≫

（市民課）
　用紙類の取り組み状況について１件指導したが、その他の環境監査項目
に対して、適正に管理・実施されていた。用紙類使用量削減の必要性や前
回の環境監査の指摘事項などの周知に努め、自課での見直しに活用してお
り、組織として環境に配慮している様子が見受けられた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・月ごとのコピー用紙の使用量は区役所全体としては把握できるが、市民
課単独では把握できていないとのことであった。区役所全体の使用量でも
各課に提示するようにし、市民課においても更なる削減に心掛けるよう図
られたい。
≪指摘事項：　０件≫

（山田支所区民生活課）
　各環境監査項目に対して、適正に管理・実施されていた。エネルギー使
用量やコピー使用量を適正に把握し、結果について掲示をするなど、職員
に対する啓発を行うことで、組織として環境に配慮している様子が見受け
られた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

西区

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）
　全体として概ね良好な結果であった。用紙類・温室効果ガス排出量の削
減目標は中村区としては、毎年ほぼ達成されており、マネジメントシステ
ムが適切に運用されている結果だと思われる。
　室として、さらなる削減、そのための工夫改善の余地はあると思われる
が、職員への啓発はしっかりとされている状況であった。

≪優良事項：　１件≫
・「消灯・施錠等チェック表」を作成し、消灯（始業前・昼休み）・プリ
ンターの電源オフについても毎日チェックし、消し忘れによる無駄なエネ
ルギー使用の防止に努めている。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（中村保健所生活環境課）
　全体として概ね良好であった。用紙類・温室効果ガス排出量の削減目標
は中村保健所として、毎年把握されていた。
　課として、職員への啓発のための工夫改善の余地はあると思われるが、
目標管理されている状況であった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（総務課）
　環境マネジメントシステムは良好に運用されていた。
紙の使用量の掲示や、両面印刷・裏紙使用の紙使用量の削減に取り組んで
おり、会議室のエアコン稼働時間の管理を徹底している。
　また、公用車利用簿に「環境保全の日」を明記したり、研修や課内でN-
EMS関係文書を共有するなどして、環境への意識啓発を行っている。

≪優良事項： １件≫
・内部の会議で可能なものは、会議資料を電子で送付し必要な分だけ各自
で印刷して会議に出席する形をとることにより、紙の使用量の削減に取り
組んでいる。
≪指導事項： ０件≫
≪指摘事項： ０件≫

（中保健所生活環境課）
　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。電子決裁を推進すると共に、コピー機・プリン
ターのすべてに裏紙を設置し、裏面使用を徹底するなど紙の削減に努めて
いる。また環境保全の日の掲示など意識啓発を行っている。

≪優良事項：　１件≫
・年間16,000件を超える区内事業所への実地審査・監視指導等に行く際、
その９割以上で自動車の利用を控え、率先して自転車を利用しており、温
室効果ガス排出量削減に寄与している。
≪指導事項：　１件≫
・保健所全体での用紙類の購入量・使用量の分析はできているが、課ごと
の使用量が把握できていない。
≪指摘事項：　０件≫

中村区

中区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（総務課）
　各環境監査項目に関して、概ね適正に管理・実施されていた。執務室内
のごみ箱を最小限に抑えごみ排出抑制に努めているほか、昼休み時間の部
分消灯もスイッチオフ該当箇所に赤色シールを貼り徹底するなど、組織と
して環境に配慮していることを確認できた。
　その一方で、一部取組が不十分な点があった。

≪優良事項：　１件≫
・フロン排出抑制に係る空調機器の点検について、年１回の定期点検はも
とより、簡易点検を毎月、いずれも専門業者により実施し、適正に記録さ
れていた。
≪指導事項：　１件≫
・コピー用紙をはじめとする消耗品及びごみ（用紙）の排出については、
用紙の他課との共同購入等を理由に、いずれも毎月の把握がされていな
い。課として把握するとともに、リソグラフ印刷に係る月別使用量の見え
る化といった取組が求められる。
≪指摘事項：　０件≫

（市民課）
　組織として積極的に「目標設定シート」に掲げた目標の達成に向けた取
組が行われており、各環境監査項目について概ね適正に管理・実施されて
いることが確認できた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　１件≫
・昨年度に比してコピー使用量が増加していることを踏まえ、コピー使用
量について前年度との比較が一目でわかるグラフ・表などをコピー機の近
くに掲示し、職員に対しさらなる意識啓発を行うこと。
≪指摘事項：　０件≫

（地域力推進室）
　事前に提出された書類を基にヒアリング、研修内容の確認、現地調査・
証拠写真の撮影を行い、環境マネジメントシステムは、概ね良好に運用さ
れていることを確認した。
　前年度までの実績や取組状況を評価し、今後の業務量の増加を考慮し
て、目標が設定されていた。職員の意識改革が重要との認識から、部課長
会報告における地道な呼びかけ（こまめな消灯、定時退庁日、環境保全の
日など）を行っていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（瑞穂保健所企画調査係）
　概ね良好に運営されているが、次の点について改善を図られたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　２件≫
・目標を達成するためには、実績を比較するなど分析し点検・評価するこ
とが必要であるが、N-EMS実績集計システムに入力がされていないものや誤
入力があるなど分析を行う上での環境が整っていないところが見られた。
・業務用空調機器の簡易点検について、職員により目視点検は行われてい
るが、点検の履歴、書類の保管がされていない。
≪指摘事項：　０件≫

昭和区

瑞穂区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（地域力推進室）
　目標設定やコピー用紙の使用実績の月ごとのグラフ、スイッチオフなど
の啓発用紙が職員の見やすい場所に掲出されており、また、係会、朝礼、
研修により所属の実情を分析した環境配慮の意識付けが行われるなど、点
検、評価、運用が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≫

（民生子ども課）
　始業前や昼休みの消灯は、区役所利用者の不便にならないよう行われて
いた。
　紙の使用量削減は、前年値と当年値、目標値がコピー機前に貼り出され
た棒グラフで示されて管理されていた。
　コピー機には裏紙用のトレイが用意され、両面使用されていた。

≪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は、概ね良好に運用されていた。
　課内に目標設定シートを掲示し、職員への意識付けがなされていた。
　個人情報の多い職場ではあるが、可能な限り裏紙として利用できるよう
点検を行って使用するなど細かい努力が見られた。また、コピー機に「ス
タート前に設定確認」という注意喚起文を貼付しておりミスコピーの防止
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≫

（富田支所区民福祉課）
　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。
　職場全体として「見える化」に取り組んでおり、用紙の使用量削減に向
けた注意喚起、１枚あたりコピー料金や、ごみの出し方、昼休み時に消灯
可能なスイッチに表示をしたりと職員の意識向上に努めていた。
　また、コピー機には裏紙専用のトレイを設けており、容易に裏紙利用が
できるよう配慮されていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

港区

（総務課）
　昼休みの消灯や一部照明の間引きなど節電に心がけており、コピー用紙
のトレイに裏面利用の用紙を入れるなど用紙の削減に努めていた。１枚当
たりのコピー代金を表示するなど「見える化」に取り組み、職員の意識改
革の向上を図っていた。
　階段には「３階までの昇降で６kcal消費」、公用車には「５秒で２０㎞
／hふんわりアクセル」、コピー機には「２０枚以上はリソグラフの活用
を」と言った具体的な数値を表示した貼紙やシールが貼られていた。

≪優良事項： １件≫
・４月から職員の持ち込んだ紙製容器包装や空き缶、ペットボトルの持ち
帰りを徹底した結果、５月以降の資源の排出量が大幅に減少した。
≪指導事項： ０件≫
≪指摘事項： ０件≫

中川区

熱田区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

港区

（港生涯学習センター）
　事務室内の昼休み消灯、エントランスの一部照明の間引きなど節電に心
がけており、コピー用紙の裏面利用など用紙の削減に努めていたほか、１
枚当たりのコピー代金の表示による「見える化」にも取り組むなど職員の
意識改革を図っていた。
　他区の生涯学習センター等から送られてきたチラシで配架期間の過ぎた
ものについても、その裏面をコピー用紙として利用していた。

≪優良事項： １件≫
・１０月に体育室の照明をLEDに変えたことにより、電気使用量を大幅に削
減した。
≪指導事項： ０件≫
≪指摘事項： ０件≫

（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３年間と比較して掲示
しており、意識啓発が図られていた。
　電子決裁の利用拡大による用紙類の使用量削減に努めている。
　昨年度印刷物の使用量が大きく増加したため、今年度はページ数や発行
部数を見直し、使用量の削減に努めている。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（民生子ども課）
　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。
　照明スイッチがエリア別に表示され、部分点灯や消灯が徹底されてい
た。
　区役所全館の空調設備とは別に執務室の温度測定を行い、適切な室温管
理に努めていた。
　昨年度用紙類の使用量が大きく増加したため、裏紙利用や両面印刷を促
す注意書きを掲示し注意喚起に努めていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

守山区

（企画経理室）
　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。
　コピー用紙、リソグラフ、プリンター用紙の使用量を月ごとにグラフ化
して昨年度と比較して掲示しており、意識啓発が図られていた。
　区政運営方針の配布について本冊子を中心から、概要版を中心に変更す
ることで、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。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

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

（福祉課）
　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。
　コピー用紙、リソグラフ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。
　実施研修は勤務時間の異なる嘱託員が多数いることから、合計５回に渡
り実施するなど職員に周知徹底されていた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（企画経理室）
　全体として、適切に環境マネジメントが運用されていた。
　電子決裁を可能な限り利用するなど、用紙類使用量の削減に積極的で
あった。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（徳重支所区民福祉課）
　ごみの分別、用紙の再利用、蛍光灯の間引きなどの取り組みが適切に行
われていた。また、コピー機の前にはコピー使用量が係別、月別に掲示さ
れていた。今後はより良い結果を出すために、さらなる工夫を図っていた
だきたい。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

（市民課）
　月ごとのコピー使用量を前年同月と比較した表をコピー機に掲出してお
り、現状が把握できる工夫がされていた。
　水回りの壁にも節水を意識するシールが貼られていた。

≪優良事項：　１件≫
・お客様が集まる１階フロアにもかかわらず、お客様のカウンターから離
れた後ろの部分は昼休み時、消灯しているとのことでしっかり節電が意識
されていた。
≪指導事項：　１件≫
・研修の未受講者について、資料を配布しておしまいではなく、何らかの
確認がなされると良いと思われる。
≪指摘事項：　０件≫

（保険年金課）
　月ごとのコピーの使用量を前年同月と比較した表をコピー機に掲出して
おり、現状が把握できる工夫がされていた。
　超過勤務申出書によりノー残業デーの毎週水曜日と８日、２４日につい
ては残業をやらない日ということをはっきり意識し、節電するような工夫
がされていた。

≪優良事項：　２件≫
・お客様が集まる１階フロアにもかかわらず、昼休み時お客様のカウン
ターから離れた後ろの部分は、消灯しているとのことでしっかり節電が意
識されていた。
・毎月１５日は環境の研修の日と決め、朝礼で課長が自ら考えたわかりや
すいテーマで研修を行っていた。
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

緑区

名東区



局区室名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（総務課）
　コピー用紙類使用量の課の目標「前年度比２％減」を適切に設定し、各
種会議・事業における資料の少量化など目標達成に向けて取り組んでい
る。また、ごみの分別、用紙の再利用、昼休みの部分消灯などの取り組み
が適切に行われていた。

≪優良事項：　１件≫
・平成２８年３月にプラグインハイブリッド車を公用車として導入し、排
出ガス抑制に努めている。また、電気自動車等の利用促進を目的に、充電
スペースとして「天白ＥＶチャージスポット」を駐車場に設置している。
≪指導事項：　１件≫
・研修を受講している割合が半分以下のため、研修の時間帯や複数回実施
するなど職員が参加しやすい環境にしていただきたい。
≪指摘事項：　０件≫

（市民課）
　朝の朝礼の時間を工夫して職員研修を実施しており、意識付けがきちん
とされているため、ごみの分別も徹底している。
　個人的に発生したごみは、各自が持ち帰ることで発生を抑制している。
　市民課は、監査した内容は、すべて適合していた。

≪優良事項：　０件≫
≪指導事項：　０件≫
≪指摘事項：　０件≫

天白区



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

（市民税課）
≪指導事項：　１件≫
・裏紙の利用はされているものの、裏紙用
の箱の中に、機密性の高い内容の文書が混
入していた。裏紙使用に際しての分別
（チェック）が不十分であった。

・溶解や、裏紙利用できる用紙
の基準について、改めて職員全
員に周知するとともに、プリン
ターにセットする際にチェック
を行うこととした。

平成28年11月14日

（ささしま市税事務所管理課）
≪指導事項：　１件≫
・コピー機を複数の課室で共用している
が、用紙類使用量を全体ではなく課室ごと
に把握して、使用量削減の取り組みを実施
されたい。

・事務室のレイアウト上、完全
に各課別に使用するコピー機を
分けてしまうと業務に多大なる
影響が出てしまう。今現在は、
事務所全体で使用量を把握して
いるが、今後は各フロアで管理
をして、使用量の削減に努め
る。

平成29年1月から実施

環境局

（南陽工場）
≪指導事項：　２件≫
・研修は計画的に実施されているが、抽出
ヒアリングをした職員の中には更に理解度
を高める必要がある者が見受けられた。

・産業廃棄物保管場所にかかる掲示がなさ
れていなかった。

即日、工場職員に対し、指導事
項について周知した。
また、次年度の入門研修より、
研修内容をより解りやすく説明
し、職員の理解度を高めていく
とともに、直属の上司からの
フォローも行うこととする。

・廃棄物保管場所に掲示板を設
置した。

周知
平成28年11月11日

研修
平成29年度

平成28年11月11日

健康福祉局

（食品衛生課）
≪指導事項：　２件≫
・課としての用紙類削減の数値目標が設定
されていなかった。

・研修は職員各自で取り組んでいるが、取
組の統一や理解度の確認を行うためにも、
朝礼等を活用して行われたい。

・コピー用紙削減の取組を分
析・評価するため、課としての
目標を設定し、課内に掲示す
る。

・取り組み方の統一を図り、理
解度を確認するため、朝礼を活
用した研修を行い、より一層の
周知を図る。

平成28年3月中

平成28年3月中

緑政土木局

（南土木事務所）
≪指摘事項：　１件≫
・フロン排出抑制法に係る空調機の簡易点
検が行われていない。

・エアコンの簡易点検を実施し
た。今後は３か月ごとに簡易点
検を行う。

平成28年11月28日

改善措置等一覧

財政局

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

病院局

（東部医療センター）
≪指導事項：　１件≫
・研修については、メールにて資料を送付
したものを各自が供覧するのみであった。

≪指摘事項：　１件≫
・事業所内のコピー機の台数、配置が把握
されておらず、また、用紙について数値的
な削減目標が設定されていなかった。

・従来の資料の課内供覧に加
え、必要に応じて、臨時で行わ
れる係会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。

・課ごとに使用枚数が把握でき
るよう、用紙置場に持出数量を
記載するファイルを設置した。
　平成28年度において課ごとの
使用枚数を把握し、平成29年度
に目標値を設定する。引き続き
使用量削減に取り組んでいく。

平成28年11月から実施

ファイル設置
平成28年11月25日

目標設定
平成29年度

教育委員会

（博物館）
≪指導事項：　１件≫
・研修内容を職員が理解できるよう、研修
の実施方法を見直すこと。

・館内の役職職員の会議が開催
される際に、ごみ減量の意識付
けの研修を推進員から再度実施
した。その際の視点としては、
博物館の施設の特徴から、どん
な点において、ごみ減量に取り
組めるのか議論し、施設全体の
目標を設定することで、統一的
なビジョンを持てるよう努力し
た。その研修を終えた役職職員
は、それぞれの部署の職員に個
別に研修を実施した。

平成29年1月26日

消防局

（中消防署）
≪指導事項：　１件≫
・産業廃棄物管理票（マニフェスト）につ
いて、照合確認欄が未記入であったことか
ら、記入するよう指導した。

・所属員に対し、産業廃棄物管
理票（マニフェスト）を管理保
管する際には、照合確認欄にB2
票・D票・E票を受領した日付を
確実に記載することを指示し
た。また、平成28年12月5日付総
務部総務課長名通知「平成28年
度N-EMS環境監査の指導事項につ
いて」を文書システムにより所
属員全員に供覧することにより
周知徹底をした。

平成28年12月6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

（地域力推進室）
≪指導事項：　４件≫
・コンセントオフの取組がされていなかっ
た。

・エコドライブマイスターが不在で研修が
行われていなかった。

・用紙の使用量が昨年度に比べ増加してい
た。

・定時退庁日の実施、環境保全の日の公用
車使用抑制が徹底されていなかった。

・機器によっては、支障が生じ
ることもあるため、取組事項と
しないこととした。パワー（電
源）オフに目標修正し、室内に
展開した。

・平成27年度は環境局の研修が
実施されなかった。また、平成
28年度には、エコドライブマイ
スターの資格を持つ職員が人事
異動して不在となった。環境局
の研修が実施され次第、職員を
研修に参加させたい。

・会議の議題数が増加したこと
により、印刷枚数が昨年度より
増加した。用紙を極力減らすよ
う必要枚数を絞っていきたい。

・やむを得ない場合を除き、定
時退庁日、環境保全の日には、
アシスト式自転車を使用するな
ど、公用車使用抑制を心掛けた
い。

平成28年12月3日

平成28年12月以降

平成29年1月25日

平成29年1月25日

（千種保健所企画調査係）
≪指導事項：　１件≫
・エコドライブマイスターがいない状態で
あった。

≪指摘事項：　１件≫
・空調設備について、フロン排出抑制法に
係るエアコン点検が適正に行われていな
かった。

・エコドライブマイスターが異
動した結果不在になったもの。
エコドライブマイスターの講習
会が開催されれば受講したい。

・業務用エアコンの簡易点検を
３か月に一度実施、点検結果を
記録するように点検表を作成す
る。

平成28年12月以降

平成29年1月から実施

（楠支所区民生活課）
≪指導事項：　２件≫
・用紙類の削減目標について職員への周知
徹底を図られたい。

・市全体の環境監査の結果や指摘事項につ
いても周知されたい。

・北区全体の目標を課の目標と
し、コピー機周辺に目標を掲示
した。

・平成27年度の環境監査報告書
を推進員及び所属職員に周知し
た。

平成28年12月15日

平成28年12月15日

（楠支所区民福祉課）
≪指導事項：　２件≫
・用紙類の削減目標について職員への周知
徹底を図られたい。

・市全体の環境監査の結果や指摘事項につ
いても周知されたい。

・北区全体の目標を課の目標と
し、コピー機周辺に目標を掲示
した。

・平成27年度の環境監査報告書
を推進員及び所属職員に周知し
た。

平成28年12月15日

平成28年12月15日

西区

（市民課）
≪指導事項：　１件≫
・月ごとのコピー用紙の使用量は区役所全
体としては把握できるが、市民課単独では
把握できていないとのことであった。区役
所全体の使用量でも各課に提示するように
し、市民課においても更なる削減に心掛け
るよう図られたい。

・昨年度と今年度のコピー用紙
の使用量の実績表を作成し、コ
ピー機に貼付することにより、
一人一人の職員の使用量削減へ
の意識付けの一層の強化に努め
ることとした。

平成28年12月中

千種区

北区



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

（中保健所生活環境課）
≪指導事項： １件≫
・保健所全体での用紙類の購入量・使用量
の分析はできているが、課ごとの使用量が
把握できていない。

・課ごとの使用量を把握できる
ようにする。

平成29年4月から実施

（総務課）
≪指導事項：　１件≫
・コピー用紙をはじめとする消耗品及びご
み（用紙）の排出については、用紙の他課
との共同購入等を理由に、いずれも毎月の
把握がされていない。課として把握すると
ともに、リソグラフ印刷に係る月別使用量
の見える化といった取組が求められる。

・３階のコピー機は、総務課、
地域力推進室、企画経理室の３
課室で使用しており、月ごとの
使用量をコピー機近くに掲示
し、使用量削減のための啓発を
行う。選挙時等に追加のコピー
機を使用することがあるが、こ
のコピー機の場合は、課室ごと
の利用状況の把握が難しいが、
月ごとの使用量の把握及び掲示
は行うことにする。また、リソ
グラフもその仕様上、課室ごと
の把握は難しいが、月ごとの使
用量の記録及び掲示は行う。

平成29年2月より開始

（市民課）
≪指導事項：　１件≫
・昨年度に比してコピー使用量が増加して
いることを踏まえ、コピー使用量について
前年度との比較が一目でわかるグラフ・表
などをコピー機の近くに掲示し、職員に対
しさらなる意識啓発を行うこと。

・指導事項の通り、コピー機周
辺に、使用量の増加に対する削
減の意識啓発を促すグラフ・表
などが、現在、掲示がなく、ま
た、全庁的な課題でもあるた
め、総務課と連絡調整のうえ、
グラフ・表などを作成して掲示
するよう取り組む。（例とし
て、コピー機の周囲、壁面など
に表示。各月ごとに追記する形
を想定。）

平成29年2月中

瑞穂区

（瑞穂保健所企画調査係）
≪指導事項：　２件≫
・目標を達成するためには、実績を比較す
るなど分析し点検・評価することが必要で
あるが、N-EMS実績集計システムに入力が
されていないものや誤入力があるなど分析
を行う上での環境が整っていないところが
見られた。

・業務用空調機器の簡易点検について、職
員により目視点検は行われているが、点検
の履歴、書類の保管がされていない。

・未入力項目については、入力
を行う。誤入力については、過
去分（平成27年度）であるた
め、修正不可により、メモ書き
にて管理する。

・簡易点検表により、点検の履
歴を管理する。

平成28年11月29日

平成28年12月26日から
実施

名東区

（市民課）
≪指導事項：　１件≫
・研修の未受講者について、資料を配布し
ておしまいではなく、何らかの確認がなさ
れると良いと思われる。

・未受講者に対し、２回に分け
て改めて研修を実施した。

平成28年12月20日
平成28年12月26日

天白区

（総務課）
≪指導事項：　１件≫
・研修を受講している割合が半分以下のた
め、研修の時間帯や複数回実施するなど職
員が参加しやすい環境にしていただきた
い。

・係会の場での研修の実施、ま
たは複数回の実施により、全職
員が直接受講できるように計画
する。なお、今年度の未受講者
に対しては既に研修資料を供覧
しているが、イントラネットの
N-EMSページからの各自の学習を
促して、いっそうの意識啓発に
努める。

平成28年12月5日

昭和区


