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１ 趣旨 

本市では、市民・事業者に率先して取り組むべき環境行動計画を定めた「名古屋市役

所環境行動計画 2020」を策定し、その進行管理のため、なごや環境マネジメントシステ

ム（以下、「N-EMS」という。）を運用している。 

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ことを確認す

るため、「N-EMS 環境監査実施要領」に基づき、職員による環境監査（以下、「監査」とい

う。）を実施した。 

 

 

２ 監査概要 

（１）監査期間 

平成 24 年 2月 8 日～29 日 

 

（２）監査の対象 

N-EMS の適用範囲となる全事務・事業のうち、63 課公所に対し監査を実施した。（詳

細は「別添１」のとおり） 

 

（３）監査員 

監査員研修を受講した課長級職員 63 名を監査員とした。 

 

（４）監査の内容 

N-EMS の運用開始初年度であることから、システムの定着度合いを確認することを

主な目的とし、以下の項目について監査を実施した。 

①目標設定 

N-EMS における部署別の目標が適切に設定されているか。 

②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。 

③研修 

研修計画に従い、適切に研修が実施されているか。 

④文書の管理 

運用に関する文書は適切に作成、保管されているか。 

⑤運用管理 

組織として必要な運用手順等が適切に定められ管理されているか。 

⑥点検及び評価 

目標達成状況の把握、取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。 
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３ 監査結果 

（１）監査結果（詳細は「別添２」のとおり） 

 

①目標設定 

ほとんどの課公所において、前年度までの実績及び業務に照らし合わせた適切な部

署別の目標が設定されていたが、一部の課で目標設定がされていなかった。 

目標設定に際し技術職員を中心とした委員会を開催して現場の意見を取入れる、職

員への周知と理解を図るための説明会を開催する、目標を職員情報システム所属掲示

板に掲載するなどの取組みがあった。 

 

②取組状況 

ほとんどの課公所において、裏紙や電子媒体の利用による用紙類使用量の削減、パ

ソコンのスリープモード設定や昼休みの執務室消灯による省エネ、ごみの分別の徹底

等に取組んでいた。 

用紙類削減の意識啓発のためコピー機の近くに用紙類使用量の実績と目標をグラフ

化して掲示する、チェックリストで昼の消灯を毎日確認する、ごみ箱に注意事項やイ

ラストを表示して分別の徹底を促すなどの優良事例があった。 

また、ごみ箱を複数設置している課に対しては、ごみ箱を課で一つにするなどの指

摘があった。 

 

③研修 

クイズ形式など、職員に興味を持たせる工夫を盛り込みながら実施する課もあり、

全ての課公所において、適切な研修が行われていたが、一部の非常勤職員への研修が

実施されていない公所があった。 

実施研修に参加できなかった職員に対しては、e-ラーニングに努めている課公所が

大多数であったが、研修日を複数設け、可能な限り全員が出席できるような工夫をす

るよう提案があった。また、効果を最大限に得るため、できるだけ早い時期に実施研

修を開催することとの指摘もあった。 

 

④文書の管理 

全ての施設において、エネルギーの管理を具体的に記載した管理標準が作成され保

管されていたが、一部の施設に対しては、管理標準の内容を更に充実すべきとの指摘

があった。 

 

⑤運用管理 

管理標準に基づき、空調機の温度設定、照明の ON-OFF 時間、記録保管の手順が定め

られ、エネルギー使用量等の実績を N-EMS 集計システムに入力し、適切に進行管理が

されていた。 



- 3 - 

⑥点検及び評価 

ほとんどの課公所において、推進員が目標達成状況と取組み状況を把握し、周知や

啓発がされていたが、一部の課では、担当者しか詳細な実績を把握しておらず、他の

職員へ充分な周知がされていないとの指摘があった。 

グラフ等を利用し解りやすく取組み効果を掲示する、朝礼で啓発を行う、局の部課

長会で取り上げ職員に用紙類削減を徹底するなどの部署もあった。 

 

（２）改善措置 

監査において見直し及び改善等の所見があった全 41 課公所において、68 件の改善措

置の実施又は改善方針の立案がされた。（詳細は「別添３」のとおり） 

指摘内容は様々であるが、設定された目標等の周知が不十分であることやスイッチ

オフに関する指摘が数多く見受けられ、ほとんどの指摘事項に対し、早期に改善対策

が実施された。 

 

 

４ 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目

標が設定されており、省エネルギーの取組みや適切な研修が実施されているなど、シ

ステムの定着度合いは、おおむね良好であったが、一部の施設においては、管理標準

の内容を更に充実させるべき等の指摘があった。 
今後、取組みに創意工夫があり特に活動結果に成果がみられる優良事項や改善措置

について、全ての部署に周知し、市全体のレベルアップに努める。 
また、監査結果については、監査員の知識や着眼点によって差が生じてしまうため、

環境監査研修を充実させそれらを均一化することが必要であり、監査に必要な知識等

について監査員相互で共有して極力差を無くすよう努める。 
また、監査の有効性を高めるため、結果を取りまとめて公表して環境マネジメント

の信頼性・透明性を確保し、職員・市民・事業者の環境行動活動を促進していく。 
 



 
 

監査対象課公所 
 

監査対象 監査担当 

局室区 課公所 局室区 監査員役職 

会計室 出納課 市会事務局 総務課長   

市長室 広報課 病院局 総務課長   

総務局 大学調整室 情報化推進課 財政局 財政課長 管財課長 

財政局 契約監理課 栄市税事務所 総務局 総務課長 統計課長 

市民経済局 企画経理課 西文化センター 環境局 地域環境対策部主幹 施設部主幹 

環境局 公害保健課 大江破砕工場 市民経済局 主幹 消費流通課長

健康福祉局 環境薬務課 中央看護専門学校 子ども青少年局 青少年自立支援室長 総務課長 

子ども青少年局 子育て支援課 青少年交流プラザ 健康福祉局 総務課長 職員課長 

住宅都市局 交通施設計画課 筒井都市整備事務所 緑政土木局 技術指導課長 農政課長 

緑政土木局 企画経理課 天白土木事務所 住宅都市局 企画経理課長 住宅管理課長

市会事務局 総務課 会計室 審査課長   

監査事務局 工事監査室 人事委員会事務局 任用課長   

人事委員会事務局 審査課 選挙管理委員会事務局 次長   

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 監査事務局 監査第二課長   

教育委員会事務局 人権教育室 博物館 消防局 職員課長 予防課長 

消防局 救急課 千種消防署 教育委員会事務局 文化財保護室長 企画経理課企画統計係長

病院局 総務課 市長室 秘書課長   

上下水道局 経営企画課 北営業所 交通局 経営企画課長 総合企画部主幹

交通局 総務課 経営企画課 上下水道局 企画部主幹 経営企画課主査

千種区 市民課 保健所 東区 総務課長 保健所次長 

東区 総務課 保健所 千種区 総務課長 福祉課長 

北区 福祉課 保険年金課 守山区 保健所次長 生涯学習センター館長

西区 市民課 生涯学習センター 中村区 企画経理室長 福祉課長 

中村区 総務課 保険年金課 西区 福祉課長 保険年金課長

中区 市民課 生涯学習センター 熱田区 総務課長 市民課長 

昭和区 福祉課 保健所 瑞穂区 総務課長 まちづくり推進室長

瑞穂区 保険年金課 保健所 昭和区 総務課長 保健所次長 

熱田区 まちづくり推進室 保健所 中区 福祉課長 保険年金課長

中川区 福祉課 保険年金課 港区 まちづくり推進室長 市民課長 

港区 総務課 企画経理室 中川区 総務課長 まちづくり推進室長

南区 福祉課 企画経理室 緑区 まちづくり推進室長 生涯学習センター館長

守山区 総務課 保険年金課 北区 総務課長 まちづくり推進室長

緑区 企画経理室 徳重支所 南区 民生子ども課長 保健所主幹 

名東区 市民課 保険年金課 天白区 総務課長 保健所次長 

天白区 総務課 市民課 名東区 生活環境課長 福祉課長 

 

別添１
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監査結果一覧 
 

局室区名 監査結果 

会計室 

（出納課） 

これまでも照明の消灯、パソコン・コピー機のスリープモード設定、裏紙利用等の環境配

慮への取り組みは実施しているとのことで、引き続き徹底されることが重要である。 

評価すべき点としては、用紙使用量削減の観点から簡易文書や訃報等についてはここ1、2

年よりメールで供覧するように周知徹底されていることが挙げられる。 

また、推進員の環境配慮への意識が高く、研修も推進員が主体的に所属全職員に2日間に

分けて実施しており、また朝礼等において適宜啓発を行っているため、所属として環境配慮

への意識が高いレベルにある点が評価できる。 

市長室 

（広報課） 

発行物の作成に関しては、庁内での連絡は電子化が推進されており、発行部数や配布の方

法についてはその発行物の性格に合わせて工夫が凝らされていた。今後も引き続き工夫と改

善を重ね、更なる用紙削減に繋がるよう努めていただきたい。 

また、研修についてはクイズ形式で行い、スライドをテレビに映し出して一斉に講義を行

う等、随所に工夫が見られた。 

毎月8日には朝礼の際に、各職員がパソコンのデスクトップに保存してあるチェックシー

トにて、環境保全のための行動をチェックしているというのも、特筆すべき工夫と言える。

改善すべき点として、執務室内でのコピー使用枚数削減についての啓発をより効果的なも

のにするため、グラフ等を使用した一目で分かりやすい掲示物にすることを提言した。 

総務局 

（大学調整室） 

こまめなスイッチオフや資源の分別収集など、環境に配慮した行動を日頃から着実に行っ

ている。 

前年度の状況を見直すことで課題を導き出し、今年度の行動に活かしている。 

上司が組織全体に目を配り、職員の意識啓発などに努めることで、室が一丸となって環境

負荷軽減に向けて取り組む雰囲気が生まれている。 

（情報化推進課） 

スイッチオフやエレベーター利用の抑制など、日頃の業務の中で地道に環境に配慮した行

動をしている。 

情報化施策を担う部署としての役割を意識しており、イントラネット上にパソコンの節電

設定方法を掲示するなど、名古屋市全体での環境負荷軽減を可能にする取り組みに積極的で

ある。 

課内の取り組みは問題なく行われている。今後も、電子データの積極的な活用など、課の

特性を活かした取り組みをさらに進めていただきたい。 

財政局 

（契約管理課） 

照明の消灯、裏紙利用等の環境配慮への取り組みは実施している。 

評価すべき点としては、N-EMSの研修時に一方的な講義で留まらず、質問形式でメールを送

るなどして理解を深める取り組みを行っている点や、部屋全体が整理整頓されており、また

朝礼などで環境についての話題を取り上げるなど、課内としての意識が高い。 

（栄市税事務所） 

照明の消灯、裏紙利用等の環境配慮への取り組み、2アップ3ダウン運動など実施している。

評価すべき点としては、震災後に職場内で話し合い、必要最低限の蛍光灯以外は外すなど、

意識の高い取り組みが行われている。またパソコンは電源などから抜くものや、コピー機は

当番を決めて電源をきるなど、積極的に省エネの活動をしている。 

 

別添２ 
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局室区名 監査結果 

市民経済局 

（企画経理課） 

【改善すべき点】 

点検・評価については、N-EMS初年度ということもあり、運用状況を確認するまでに至って

いないが、これまでのISO14001環境マネジメントシステムからの継続も含めて、取組状況を

管理・把握する仕組みづくりを検討されたい。 

【優れている点】 

市民経済局の事務局として、また、課ごとのN-EMSについて、目標設定とその取組状況、研

修、内部コミュニケーションは適切に運用されていることを確認することができた。 

【環境管理事務局において対応すべき点】 

改善すべき点に記載したことは、システム全体の課題として整理する必要があるものと考

える。 

（西文化センター） 

【改善すべき点】 

・管理標準に一部不要なものがあったため、現状に沿った見直しをされたい。（空調設備管理

標準における室内湿度、CO2濃度、空調熱源設備管理標準） 

・管理標準において、記録があった方がよいと思われるものがあったため、継続的に点検・

評価等できるような仕組みを検討されたい。 

【優れている点】 

・市民利用者に不快を与えない程度で、照明や設定温度を事務室にて管理していることを確

認することが出来た。 

・雨水貯留タンクの設置やペットボトルを再利用したチラシ入れなど、資源を大切に利用し

ていた。 

【環境管理事務局において検討すべき点】 

改善すべき点に記載したように、管理基準を適切に作成するには技術的なことも含め幅広

い知識が必要と考えられる。したがって、継続的に行えるよう、簡単で適切に管理基準を作

成できるよう、研修方法や作成ツールを工夫することが必要と考える。 

環境局 

（公害保健課） 

【改善すべき点】 

・局の目標に基づき、今年度中には課の目標を設定されたい。 

・課の目標は見えるところに掲示するなどして周知されたい。 

・パソコンの省エネモード設定や長時間の離席時の電源オフを徹底されたい。 

・勤務時間中に業務を終わらせるように課内で仕事を分担し、時間外のヒーターの使用など

による電気の余分な使用を減らされたい。 

【優れている点】 

・会議の開催案内等は紙を使用しないなど、紙の節減に取り組んでいる。 

・紙の分別が適切に行われており、コピーの無駄防止の貼り紙や電気の消し忘れチェック表

など省エネの取り組みをしている。 

（大江破砕工場） 

【改善すべき点】 

・目標設定や運用手順書について、現状に即したものに見直しされたい。 

・見学者コースの照明の間引きは、できる範囲で実施されたい。 

・嘱託員にも研修を実施されたい。 

・Ｎ-ＥＭＳにあわせた運用手順書を整備し、現場の職員への周知を徹底されたい。 

【優れている点】 

・毎月環境管理委員会を開催しており、チェックシートに基づき目標の達成状況の確認をし

ている。 
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局室区名 監査結果 

健康福祉局 

（環境薬務課） 

朝礼を活用し、折に触れて環境配慮が不足していると思われることについて注意喚起を促

すなど、職員の意識を高めている。 

電子媒体の活用や紙の使用量を減らすために4年分のコピー利用量の推移をグラフにして

コピー機の横に掲示しており、具体的な意識付けが行われている。 

また、執務室内の空調については、温度計を設置し温度チェックをしながら、こまめに冷

暖房の調整を行っていた。 

更なる向上のためには、共用公用車を使用することから、エコドライブマイスターの取得

について所属内で啓発するなど、執務室以外での環境配慮も有効かと思われる。 

（中央看護専門学校） 

設定された目標を達成するため、節電啓発の張り紙をしたり、コピーのとり方を詳しく説

明した紙をコピー機に掲示しミスコピー防止に努めたりする等の工夫がなされている。 

また、当該施設は事業者に該当するため一般向けのごみの分別は必要ないにもかかわらず、

教育の一環として学生に対してはゴミの分別を行わせるとともに、荷物搬出時以外のエレベ

ーターの使用を避ける、トイレの節電を呼びかける等、本来業務においても効果的な環境配

慮が計画され、実施されている。 

さらに、毎日コントロールルームの職員が部屋の使用予定表等を確認し、最低限の使用で

済むよう空調の管理を行うとともに、こまめに施設内を巡回しスイッチオフに努める等自発

的な取り組みを行っている。 

今後も組織として継続して行われるように施設全体の意識付けをする等の工夫が、更なる

向上につながると考える。 

子ども青少年局 

（子育て支援課） 

設定された課の目標に従い、日常の中でさまざまな努力・工夫に取組んでいる。 

特に、「コピー用紙使用量の削減」を重点項目とすることで、前年度と比べ使用量の削減に

繋がっている。組織として裏紙徹底等の意識が高いことや、使用量を前年度と対比させ棒グ

ラフで示すことによる「見える化」等の取組みがより効果を高めている。 

さらなる向上のためには、現在の取組みが今後も継続できるような工夫も必要であると考

えられる。例えば、特定の職員が行っている昼休み消灯やごみ搬出を課内全体で取り組む等、

職員意識をさらに向上させることにより、今後の成果に繋がると思われる。 

（青少年交流プラザ） 

設定された目標に従い、日常の中でさまざまな努力・工夫に取り組んでいる。 

長時間稼働する施設のため、エネルギー使用量の削減が課題となるが、こまめなスイッチ

OFF等により削減に努めている。特に、シールを貼ることにより、全ての職員が多数ある照明

スイッチから時間帯による必要電灯を判断できる点はよく工夫された点である。交代勤務の

ため職員の意識統一も難しい面があるが、裏紙利用の徹底等節約の意識が啓発されており、

研修や係会による効果であると考える。 

定期的に外部業者による点検を受けており適切に管理されているが、職員自身がより効率

的な施設管理を検討できるよう、類似施設を参考にする等管理標準の充実化に取り組む必要

がある。 

住宅都市局 

（交通施設計画課） 

・目標の設定、目標に向けた日常業務における取組状況及び研修について、適切に運用され

ていた。目標達成の取組みについても、様々な工夫により徹底されていた。 

・過去の実績との比較を見える化し分析され、定期的な点検・検証もされており、取組みに

対する体制が構築されていた。 
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局室区名 監査結果 

住宅都市局 

（筒井都市整備事務所） 

・過去の実績と現状値の比較について、数値を示しての分析・説明が不足していたので、目

標に対する適切な進捗管理のためにも「見える化」を行い、誰もがわかるような工夫をす

べきである。 

・取組結果に対する点検・検証が不足しているため、定期的な点検や改善に向けた検証を行

うなど、PDCAによる継続的改善が可能な体制を構築すべきである。 

・施設の現状の使用状況を考察し、照度的に問題のない箇所の蛍光管の取り外しや、離席時

のパソコンのスイッチオフなど節電に向けての取り組みがなされている。また、空調や照

明のスイッチの横には設定温度等を表示し、適切な運用に努めている。 

・管理標準は適切に作成されており、施設の目標とも整合性がとれていた。しかし、空調機

の温度設定などの表示がなされているなど、一部は取組まれていたが、職員への周知が十

分に徹底されていなかったため、職員全員に周知すべきである。 

緑政土木局 

（企画経理課） 

・環境配慮行動については、職員各自にチェックシートを配布し、各自で毎月確認させるな

どの工夫により、周知徹底を図るとともに、担当者による実施チェックを行うなど定期的

な点検が行われており、適切に運用されていた。 

・用紙の削減では、電子決済の利用向上の呼びかけや用紙の分別を行うとともに、用紙の裏

面利用を推進していた。また、用紙の削減状況について数値をグラフ化し、過去の実績と

比較分析した後、執務室内に掲示するなど、効果的に職員への意識付けを行っていた。 

（天白土木事務所） 

目標の設定にあたっては、局として統一した数値目標を定めるとともに、目標に向けた取

組み事例を事務所独自で定め、概ね適切に運用されていた。 

取組みとしては、公用車の使用において、エコドライブマイスターによる「ふんわりスタ

ート」の研修実施や、つる性植物による日よけの設置、スイッチへの昼休憩消灯表示シール

の貼付など積極的な取組みがみられた。 

このような優れた取組みについては、その情報を共有することで、全体としてのレベルア

ップにつながるため、土木事務所の集まる会議等で議題等に上げることを提案した。 

市会事務局 

（総務課） 

・市会事務局における環境マネジメントシステムの運用状況は、適切であり、効果的な運用

がされていると認められた。紙の使用量をチェックし、個別に持ち出し記録をつけたり、

紙の使用枚数の月ごとの記録を張り出したり、パソコンの電源オフ、両面印刷、裏紙使用

の励行の標語の張り出しなど、工夫が見られ、評価できた。 

・進捗管理においては、紙の使用量の把握や結果について、表の掲示などで報告されていた

が、経年比較のグラフにして掲示するなど視覚的な工夫をし、職員の取組意識の一層の向

上を図るなど、更なる分析評価と指示を検討されたい。 

・実施研修は、全員が対象となっているため、日付を分けるなど工夫をし、全員に対して直

接研修を実施し、更なる意識向上を検討されたい。 

監査事務局 

（工事監査室） 

各項目について、適切に実施されており、環境マネジメントシステムの運用状況は良好で

ある。 

用紙類を減らすために、裏紙利用が徹底されており、レクや研修にプロジェクターを活用

したり、電子決裁率が100％であったりすることなど、普段から意識の高い取り組みがされて

いる。 

さらに、工事監査の際には、工事で出た砂などを廃棄せず他の工事で使えないか、環境に

配慮した材料が使われているかなど、環境の視点からも監査を行っているとのことであり、

工事監査室の業務特性を生かしつつ、市全体にとっても大変有効な取り組みであるので、こ

の点は特に評価できる。 

この取り組みへの意識をより高くするためにも、課の目標設定シートに加えるべきと思わ

れる。 
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局室区名 監査結果 

人事委員会事務局 

（審査課） 

1 目標設定は適正に行われており、取組状況にあっても初期の目標が達成されている。また、

研修も効果的に実施され、成果を上げている。 

2 用紙類については、印刷物を極力削減し、必要部数のみ事務室内で印刷することを徹底す

ることで高い削減率を達成している。決裁についても、該当課においては、電子決裁率が

市全体の決裁率を大きく上回り成果を上げている。いずれも進捗管理が適切に行われてい

る結果であり、評価すべき点と思われる。 

3 目標の進捗管理などは、局全体として適切に行われているが、今後目標設定（用紙類用）

にあっては、課としての環境への意識を高めるため、課単位で設定するなどの検討をお願

いしたい。 

選挙管理委員会事務局 

1 用紙類の使用目標については、前年度までの実績及び取り組み状況を踏まえ、今後の業務

計画を考慮しつつ設定されていた。また、コピー使用枚数の推移をグラフ掲示して職員に

取り組み効果を示し、環境配慮への意識を高めていた。 

2 実施研修の内容は、環境行動計画2020とN-EMSの基本的な解説に加え、職員として環境に配

慮したアイドリング・ストップについても議論されていた。しかし、実施時期が、N-EMS

実施の初年度とはいえ2月に入ってからと遅く、電子決裁・供覧の使用拡大などによる効果

の浸透が遅くなった点を改善されたい。 

3 選挙啓発イベントのチラシに「公共交通機関利用の呼びかけ」が掲載され、評価できる。

なお、印刷部数については、前年の同イベントと比較すると、若者への浸透向上をねらっ

て大学関係への配付数量を増やし他の配付先への数量を見直しているが、その効果をさら

に検証し、全体の作成数量の削減が可能かどうか検討されたい。 

4 使用頻度が低い方のプリンタのコンセントを原則抜いておく取組みは評価できる。 

教育委員会事務局 

（人権教育室） 

コピー用紙の適切な管理や、推進員（所属長）自ら出張で自転車を利用するなど、所属単

位で環境配慮に向けた取り組みが確認できた。 

また、職員個々の環境意識も高く、環境マネジメントシステムを適切に運用しているもの

と思われる。 

（博物館） 

コピー用紙やチラシ・ポスターの適切な管理や、設備の状況に応じて環境配慮を検討する

など、所属を挙げて環境対策を講じていた。 

また、本来業務である「展示」において、小学生に昭和30年代の暮らしの体験を通して環

境配慮への関心を育むなど、環境教育の一翼を担っていることが確認できた。今後は更に充

実した内容として展開することを期待したい。 

以上のことから環境マネジメントシステムを適切に運用しているものと思われる。 

消防局 

（救急課） 

目標設定シートを作成し、具体的な取組に基づき紙や電気の使用量について削減を図ろう

としており、日常の取組についても両面コピーや裏面の使用、昼休みの消灯、離席時におけ

るパソコンの電源オフなどが実践されていたことが確認できた。 

また、所属職員に対する研修は、課長が講師となり実施されており、研修記録も適切に保

存されていた。所属職員は環境への影響に配慮した職務執行に努めており、日常的にも用紙

類の削減に対して意識を持って取り組んでいた。 

以上の点から見ると、良好な取組状況であったと言えるので、当該職場には引き続き環境

に配慮した職務の執行を期待したい。 
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局室区名 監査結果 

消防局 

（千種消防署） 

目標設定シートを作成し、具体的な取組に基づき紙や電気・ガス・水道の使用量について

削減を図ろうとしており、日常の取組についても両面コピーの実施、昼休みの消灯や間引き

照明、冷暖房の適切な温度管理、毎日の電気・ガス・水道実績の記録などが実践されていた

ことが確認できた。 

また、所属職員に対する研修は、予防課長が講師となり実施されており、研修記録も適切

に保存されていた。所属職員は環境への影響に配慮した職務執行に努めており、日常的にも

照明の小まめな消灯など意識を持って取り組んでいた。 

エネルギー使用合理化に関する管理標準も適切に作成され、保管されているとのことであ

り、以上の点から見ると、良好な取組状況であったと言えるので、当該職場には引き続き環

境に配慮した職務の執行を期待したい。 

病院局 

（総務課） 

監査項目については概ね実施することができていた。 

・改善すべき点については、各目標（局目標・部門別目標・課目標）が掲示されていなかっ

たため、今後は常に課員が目標を意識できるよう全員が見えやすい位置に掲示し、朝礼等

で推進員から啓発することを提案した。 

・優れている点については、コピー使用量の把握が記録によりなされており、過去3年分のコ

ピー使用量を比較した棒グラフがコピー機前に掲出されていた。また、年間で一番使用量

が少ない月にマークを付け、課員が更に削減に努力できるようモチベーションを高める工

夫をした啓発がなされていた。 

また、コピー機の標準設定が裏白紙利用となっており、通常、普通に印刷する際は裏白

紙利用が徹底されていた。 

上下水道局 

（経営企画課） 

【優れている点】 

・局において、Ｎ－ＥＭＳの策定以前から独自に環境マネジメントシステムを策定し、局の

業務実態に応じた効果的な環境活動に、各所属の職員が主体的に取組めるような仕組みを

構築している。 

【評価すべき点】 

・局内の環境マネジメントシステムの推進体制が整備され、環境活動内容が明確化されてい

る。 

・所属・局における目標が、実績や業務実態を踏まえて適切に設定され、職員に周知されて

いる。 

・環境マネジメントにかかる会議が階層別に設定され、環境活動の取組みについて報告・検

討がなされている。 

・用紙類の使用量、ごみの排出量等の実績を把握し、所属会議において原因の分析や取り組

みの改善が議論され、各職員に周知されている。 

【備考】 

用紙類については、特定の年度のみに開催される大規模なイベントや、昨年3月に発生し

た東日本大震災への対応等により使用量が著しく増える事態が起こりうる。しかし、現在の

N-EMSの実績報告には、これらの事態に対応する用紙類の使用量を特記事項として記入する

ことができない。通常の業務活動と異なるこれらにかかる使用量については、特記事項とし

て内訳を記載できる形式とすべきであると考える。 
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局室区名 監査結果 

上下水道局 

（北営業所） 

【評価すべき点】 

・所属における目標が、実績や業務実態を踏まえて適切に設定され、職員に周知されている。

・環境活動に関して、必要な取組み内容を定め、徹底できるよう工夫されている。 

・所属における環境マネジメントにかかる会議が開催され、環境活動の取組みの報告・検討

がなされている。 

・用紙類の使用量、電気・ガソリン等エネルギーの消費量等の実績を把握し、所属会議にお

いて原因の分析や取り組みの改善が議論され、各職員に周知されている。 

交通局 

（総務課、経営企画課） 

・N-EMSに準拠した局内の環境マネジメントおよび省エネにかかる推進体制が整備され、環

境活動内容が明確化されている。 

・環境マネジメントおよび省エネにかかる会議が階層別に設定され、省エネルギーへの取り

組みの報告・検討がなされている。 

・用紙類の使用量を各課ごとにあらかじめ配分し、用紙使用実績を毎月集計している。その

集計結果の一覧をパソコン画面で整理し、目標管理に努めている。 

【備考】 

用紙使用量の実績集計にあたっては、報告書やリーフレットなど広くお客さまなどに周知

することを目的とした用紙類などが含まれており、新たな取り組みなどにより、用紙使用量

が著しく増加する時期がある（マナカの周知等）。こうした事例は、オフィス活動に伴う用紙

の使用とは異なる要件であるため、今後、市全体の調整の中で別途集計とするなど、分離し

た集計の必要性が議論された。 

千種区 

（市民課） 

スポット空調機の適切な設定温度の徹底や節電シールの貼付を実施するとともに、発行領

収書の縮小化や会議資料の少量化を進め用紙類の使用量削減を図ろうとしている。 

（保健所） 

通路の一部消灯、昼休み時間の事務部門以外の消灯、執務室スペースへのダミー管導入、

壁面緑化の推進役として緑のカーテンを設置し電気使用量の削減に努めるとともに、用紙類

の削減及び分別資源化の徹底を図るなど、推進員を中心に職員の意識には高いものがある。

東区 

（総務課、保健所） 

取組事項については、いずれも概ね適正に実行されていた。 

取組事項の中で、特にごみの発生抑制については、リサイクルの促進が進められており、

シール等に紙が少しでも付いていればリサイクルにするよう、業者に働き掛け実施している

点は評価できる。 

北区 

（福祉課） 

○評価すべき点  

昼休みの消灯やコピー枚数・用紙の使用量把握・掲示や、両面または裏面印刷により用紙

の適正利用に努めている点は評価できる。ただし、実際の使用量は増加傾向にあるため、な

お、一層の工夫が求められる。 

○改善すべき点 

研修は資料を回覧する方法により実施されているが、職員の理解を高めるために直接説明

できる機会を確保するよう努められたい。また、帰宅時のOA機器のコンセントオフについて

現在は取組みがないため、実施方法を検討することが求められる。 
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局室区名 監査結果 

北区 

（保険年金課） 

○評価すべき点  

コピー使用枚数の掲示や使用量の把握に努め用紙の適正使用に努めている点や、蛍光管の

一部削減により省エネに努めていることは評価できる。また、研修についても課長が講師と

なり欠席者へのフォローも含め適切に実施されている。 

○改善すべき点 

OA機器のコンセントオフについて全てのコンセントオフは困難とのことであるため、可能

な範囲での実施を検討することが望まれる。 

西区 

（市民課） 

○優れている点 

独自の取り組みとして、記載台に係る照明については、外部採光を主とするとともに、こ

まめにパソコン電源を抜くなど、節電に努めている。 

○検討事項 

裏面利用について、他の区の取り組みを参考にするなど、個人情報の保護に配慮しながら

研究されたい。 

（生涯学習センター） 

○優れている点 

・募集チラシの裏面使用 

・閉庁時30分前でのボイラー停止（余熱利用） 

・節電、ごみ持ち帰りなどの利用者向け注意喚起掲示 

○改善すべき点 

・節水シールの破損の修復など環境配慮に係る市民向け啓発 

○検討事項 

・コピー使用量の昨年度比較による削減意識のより一層の向上 

中村区 

（総務課） 

施設のトイレ照明、講堂の間接照明を蛍光灯からLED管に変更し、電力消費量を減少させ

たことは評価できる。 

3階の壁面にゴーヤを植栽し壁面緑化及び暑さ対策を施したことは評価できる。 

職員には勤務中だけでなく日常生活においても環境問題を意識するよう啓発していること

は評価できる。 

課の目標設定シートが小さく見にくい位置にあるので、用紙を大きくして職員が見やすい

場所に変更すると職員の意識が向上すると思われるので検討していただきたい。 

離席時のパソコンスイッチオフの徹底を図られたい。 

（保険年金課） 

課の目標設定シートは、用紙が大きくして職員が見やすい場所にあるので職員の意識向上

に役立っている。 

簡易な決裁は、電子決裁にするなど紙の使用量削減に努力している点は評価できる。 

職員には勤務中だけでなく日常生活においても環境問題を意識するよう啓発していること

は評価できる。 

パソコンにスイッチオフのシールが貼付されていないものがあるのでシールを添付するこ

と。 

コピー使用量は把握しているが分析がなされていないので、分析評価をして、効率化を図

られたい。 
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局室区名 監査結果 

中区 

（市民課） 

1 会議室の空調管理を以前の半日単位から節電効果の高い「時間管理」に変更して、より積

極的に環境に寄与する取り組みであると考える。 

2 パソコン等の離席時の節電対策（フタを閉める）、書庫等のこまめな消灯など課職員全員の

環境への関心も高いと思われた。 

3 事務用コピー機の使用の削減意識を上げるために、コピー機周辺に対前年比同月比などの

データを掲示することが必要と思われる。 

（生涯学習センター） 

1 駐車場利用領収書の小型化による紙の削減は、推奨すべき取り組みと考える。 

生涯学習センターの駐車場利用の領収書は、様式は決まっているが、大きさは規定され

ていない。このため、利用者に不便をかけない範囲でサイズの変更は可能である。館長会

などで紹介することを提言した。 

なお、この発想を領収書以外の用紙類削減のために、生涯学習センター以外の他職場に

も伝える必要があると思われる。 

2 個人（職員）のゴミは各自持ち帰ることの徹底を依頼した。 

→職員への指示を徹底するとのことであった。 

3 職員にコピー用紙の使用状況の認知や削減意識を持ってもらうためには、コピー機周辺の

目に付きやすい場所に、対前年同月比などのデータを掲示することが必要と思われる。 

→実施を検討するとのことであった。 

昭和区 

（福祉課） 

全般的には目標設定からその取組みまでについて継続的な改善の仕組みとして取り組んで

いることを確認した。しかしながら、目標設定に関して、「ごみの発生抑制」「生物多様性に

配慮した商品の購入」の事項について、業務特性との整合性において合致しない点が見受け

られた。次年度以降については課の業務特性を反映したものとして再考をお願いしたい。ま

た、「帰宅時のコンセントオフ」についてはその取組みが十分には行われていなかった。目標

設定についての是非も含めて再考をお願いしたい。 

（保健所） 

区役所ビル内に位置することから空調操作などの取り組みが制約される部分がある中で、

保健所全体で、電灯の共通のスイッチ・パネルについて分かり易すく表示するなど積極的に

取り組んでいることは評価できた。 

しかし、目標設定シートでは、高い目標設定は評価できるものの、目標を理解したうえで、

今後、適切な目標設定が望まれる。 

瑞穂区 

（保険年金課） 

用紙類の適正利用には、職員全員が一丸となって取り組んでいる状況が見られた。特にコ

ピーの使用にあたっては、毎月使用量の目標を定め、職員全員が節約に心がけるようコピー

機のそばの柱に紙面でその目標使用量を掲載していた。目標使用量は、前年度同月の使用量

の90％以内と定めていたが、当月のコピー使用量目標値と一緒に前月の目標値と実績を掲載

し、目標達成状況を明確にし、周知することで、当月の目標値達成へ職員の意識を高めてい

た。 

また、昨年の実績使用量、平成23年4月から現在までの目標使用量及び実績使用量を記録

していた。これにより、年度末に再度全職員に周知することにより、翌年度も目標設定に繋

げていきたいとのことであった。 
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局室区名 監査結果 

瑞穂区 

（保健所） 

保健所の建物・設備面では、屋上緑化・HF蛍光管の導入・省エネ自動販売機の導入等で優

れた環境が構成されていた。 

また、運営・管理面においても、必要時以外の消灯の徹底を始め、全体として丁寧な対応

が行われていた。 

特に、コピー使用枚数を毎日記録したり、空調用のガスメーターを1日2回点検すること

で、職員への節約の注意喚起に努めていることは、評価できる点である。 

熱田区 

（まちづくり推進室、保健所） 

今回の監査では、比較的、どの項目も平均点以上の評価である。目標設定も高く、見習う

点が多い。 

提案事項として指摘した点は、コピー機等のOA機器のより一層の活用である。活用し、デ

ータの電子化により、一層の用紙類の使用削減を期待している。 

中川区 

（福祉課、保険年金課） 

1 区の目標には年度ごとの数値目標が設定されているが、課の進行管理が容易にできるよう、

数値目標を見える化するなどを検討されたい。 

2 OA機器の省エネモード設定など、すぐにできるものは次年度を待つことなく速やかに実施

されたい。（一部未実施） 

3 昼休み・空室等の消灯あるいは部分点灯の実施について検討されたい。 

4 スポット冷暖房の使用につては、温度設定が市のガイドラインより厳しく設定されており、

推進員の熱意を感じた。（福祉課） 

5 広い事務スペースであるが、ごみ箱を課で1個に制限し、ごみ減量に取り組んでいる姿勢は

評価できる。（保険年金課） 

港区 

（総務課、企画経理室） 

必要な書類は作成され、研修も実施されていたが、それらが全職員にまで周知徹底されて

いるようには見受けられなかった。環境への取り組みは個人個人の認識に負うところが大き

く、全職員へ浸透させる手段を講じられたい。 

目標や取り組み行動について、その実効を担保するため所属長等によるチェック体制を検

討するとともに、その結果について全職員への共有を図るため「見える化」を進められたい。

また、施設管理面では省エネ法に基づく「管理標準」の整備が十分にされていなかったの

で、検討されたい。 

なお、港区においては区の独自予算を活用し、庁舎窓への遮熱フィルムの貼付（22年度）、

市民課カウンター部分の照明の直管形LEDへの取換え（23年度）によるエネルギー使用量の

削減、コピー機への1枚当たり単価の表示による節約意識の喚起などに取り組まれていた。

南区 

（福祉課） 

・これまでの業務内容等を踏まえ、適切に目標が設定されている。 

・高齢者対象のイベントが時々あるが、PRにあたり、公共交通機関の利用、ゴミの持ち帰り

等環境に配慮する呼びかけがチラシに掲載されていない。今後は掲載するよう指導した。

・研修を欠席した職員について、資料を配付したのみとなっていた。例えば研修日を2日設

けるなどして、全員が出席できる工夫をするよう指導した。 

・用紙の使用管理票について、毎月ではなく半期ごとにまとめて記載されていた。今後は毎

月管理して記入するよう指導した。 

・用紙の使用量について、環境管理責任者・推進員を含めた組織としての状況把握がなされ

ていない。朝礼等を活用して、現状の共通理解を図るとともに、必要な対応を課全員で実

施するよう指導した。 
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局室区名 監査結果 

南区 

（企画経理室） 

・来年度にエコドライブマスターの認定取得を目標に掲げる等、目標の見直しが行われてい

る。 

・両面印刷の徹底や枚数の多い資料の電子メール送信等、用紙の少量化に取り組んでいる。

・区の独自収入予算を使った独自の省エネルギー行動を実施している。 

・環境行動計画2020とN-EMSの理解、省エネと環境問題の基本的な解説に加え、基礎テスト

を使った質問形式での説明を複数回行う等、職員の理解度が高い。 

・コピー機には、毎月の使用枚数が前年同時期と比較する形で掲示されており、環境への配

慮を視覚に訴える工夫がされている。 

守山区 

（総務課） 

環境マネジメントシステムの運用状況は、おおむね適切に行われている。 

室温管理では、3階執務室のエアコン吹き出し口が一定方向にしかないため、中央の通路

方向にも冷暖房風が流れるように、職員が手造りで段ボールを使って方角を変更して空調効

率のアップを図っており評価できる。また、総務課にて各フロアの室温を管理しており、こ

まめに室温をチェックし空調機の停止を行っていることは評価できる。 

また、グリーンカーテンを設置し室温上昇を抑えており、今後も続けていただきたい。 

エコドライブマイスターは、区全体で3名のため、今後各課にも積極的な取得を呼びかけ

ていただきたい。 

用紙使用実績はコピー機近くに数字のみの表を掲示しているが、一目で実績が分かるよう

グラフ化するなどの工夫をしていただくとより良くなると思われる。 

管理標準の整備が十分にされていなかったので、早期に整備が必要である。 

（保険年金課） 

環境マネジメントシステムの運用状況は、おおむね適切に行われている。 

ごみ箱が多数設置されていたため、ごみを出しやすい環境となっている。課で1つ若しく

は係で1つにするよう改善が必要と思われる。 

スポットエアコンのフィルタが汚れており、こまめな清掃により空調効率のアップを図っ

ていただきたい。 

エコドライブマイスターの取得者が現在いないため、今後、積極的に取得に努めていただ

きたい。 

電気配線の関係で部分点灯はできず、昼休みの消灯もできない状況であった。今後、部分

点灯ができるよう施設改修時などに検討していただきたい。 

研修については、推進員が要点をまとめ職員の理解度を増すよう作成されており評価でき

る。 

用紙使用実績はコピー機近くに数字のみの表を掲示しているが、一目で実績が分かるよう

グラフ化するなどの工夫をしていただくとより良くなると思われる。 
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局室区名 監査結果 

緑区 

（企画経理室） 

①8月にＮ－ＥＭＳ実施研修を行い、記録簿も作成・保管がされている。研修内容について

の感想や意見からも職員の環境保全意識は相当高く、研修効果は十分発揮されているもの

と判断する。 

②紙・ごみ・電気に関する基本的な取り組みも、適切に行われており、特に、毎年作成して

いる印刷物「区政運営方針」については、予算措置状況からグリーン購入ガイドラインの

基準に適合していないが、印刷物の発注前に配布先を詳細に検討し、在庫とならないよう

最小限の部数で発注している。 

③その他、オフィス活動全般にわたる環境配慮行動についても適切に行われており、ヒアリ

ングした職員は「家庭内をはじめとした私生活上においても環境配慮行動を実践している

ため、職場での環境配慮行動は違和感なく取り組んでいる。」とのことであった。 

【最後に】 

推進員、職員ともに環境配慮への意識が高い職場であるが、昨年末に策定された「第3次

環境基本計画」や「低炭素都市なごや戦略実行計画」なども今後の研修材料に取り入れるな

ど、継続的かつ定期的な研修などにより、Eco区役所のトップランナーとして、さらなる取

り組みを推進されたい。 

（徳重支所） 

次長による環境マネジメント有効に機能。特に、研修内容が充実、ほぼ全員参加であった。

各項目について運用基準が適切に守られている。使用量等の目標も順守されていた。 

特に、合同庁舎の庶務担当課として指導力を発揮。 

全般的に優秀であった。 

名東区 

（市民課） 

市民課の業務や執務環境にあわせた目標が設定され、具体的に工夫した取組みがなされて

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。 

特に優れている点としては、次のものがあげられる。 

(1)独自目標：ロビーでの記載指導に取り組むことで、申請書の修正使用を促し、書き損じを

減じ紙の減量に努める。（コメント；紙の減量のみならず、市民サービスにもなる。） 

(2)事務室のほかに、リフレッシュルームに掲示版を設けている。（コメント；個人机や個人

パソコンのない市民課では、事務室以外にもリフレッシュルーム掲示版を設置することは

課内の情報共有手段として有効である。） 

今後も積極的な取組みを期待したい。 

（保険年金課） 

環境に配慮した取組みや研修は行われているが、目標設定については、区と同一の目標と

しているため、課の業務にあわない部分がある。目標の見直しをされたい。 
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局室区名 監査結果 

天白区 

（総務課） 

【優れている所】 

①区役所庁舎周辺での壁面緑化等を行い、一部には「緑の回廊」に資する施設もあり、さら

に、壁面緑化を進める等、緑化を進めている。 

②省エネルギー関係で、電気量等の削減施策について、区役所全体の対応を考え、各課でで

きることを文書で提出させ、一覧票として取りまとめ、区役所全体に周知している。 

【改善されたい所】 

①施設用シートの中で【緑化等について】当区役所では、庁舎周辺を緑化しており、また、

緑の回廊の形成に資する施設も確認されたが、記載されていないので修正されたい。【水循

環について】実施できないとしているが、庁舎周辺通路や駐車場の整備の際、透水性舗装・

緑化などが可能であり、検討されたい。 

②課用のシートで、ＰＣについて、終業後はコンセントオフの励行に取り組まれたい。また、

窓にブラインドが無く、空調のために整備が必要と思われる。 

（市民課） 

【優れている所】 

事務室にある休憩室の壁に、「目標設定シート」「コピーの使用量表」等、課員周知すべき

事項の情報を貼り、常に、課員が目標の達成及び管理について目で見える状況になっている。

また、レイアウト変更に伴い、事務室の棚類は背の低い物に統一され、空調の効率的な使

用が行われている。 

【改善されたい所】 

1 PCについて、業務中は職務関係で無理としても、終業後はコンセントオフできる物もある

ので、取り組みを行われたい。 

2 照明について、(本年初めの事務所レイアウト変更のためか）課内の照明が均一でなく、相

対的には明るいと思われるので、さらなる省エネギーに努められたい。また、窓にブライ

ンドが無く、空調のために整備が必要と思われる。 
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環境監査結果に対する改善措置 
 

局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

会計室 

（出納課） 

水道の適正利用についての注意喚

起の未実施 

 

H24.3.7 

 

全員に、メールを送信し注意喚起を

行った。 

市長室 

（広報課） 

コピー使用枚数の掲示はグラフ等

も使用することにより、更に分かり

やすくなるのではないかとの提示が

あった。 

 

H24.2.27 

 

毎月のコピー利用枚数と共に利用

枚数に伴う棒グラフを作成し、コピー

機前に掲示することとした。 

総務局 

（大学調整室） 

省エネモードの設定がされていな

いパソコンがある。 

 

H24.3 

 

省エネモードの設定を行う。 

財政局 

（契約監理課） 

OA機器へのシール（スイッチオフ）

の未貼付 

 

H24.3.21 

 

環境局よりシールを受け取り、OA

機器へ貼付 

（栄市税事務所） 

OA機器へのシール（スイッチオフ）

の未貼付 

 

H24.3.16 

 

環境局よりシールを受け取り、OA

機器へ貼付 

市民経済局 

（企画経理課） 

点検・評価については、運用状況

を確認するまでに至っていないが、

取組状況を管理・把握する仕組みづ

くりを検討されたい。 

 

24年度 

 

課で設定した行動目標の実施状況

の確認方法を検討するとともに、紙の

使用量の把握や課員への周知を行い、

目標の達成を目指していく。 

（西文化センター） 

管理標準に一部不要なものがあっ

たため、現状に沿った見直しをされ

たい。（空調設備管理標準における室

内湿度、CO2濃度、空調熱源設備管理

標基準） 

 

管理標準において、記録があった

方がよいと思われるものがあったた

め、継続的に点検・評価等できるよ

うな仕組みを検討されたい。 

 

H24.3 

 

 

 

 

 

24年度中 

 

管理標準について、現状に沿った見

直しをします。 

 

 

 

 

継続的に点検・評価等できるような

仕組みを検討します。 

 

別添３ 
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局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

環境局 

（公害保健課） 

局の目標に基づき、今年度中には

課の目標を設定されたい。 

 

課の目標は見えるところに掲示す

るなどして周知されたい。 

 

 

 

 

パソコンの省エネモード設定や長

時間の離席時の電源オフを徹底され

たい。 

 

 

勤務時間中に業務を終わらせるよ

うに課内で仕事を分担し、時間外の

ヒーターの使用などによる電気の余

分な使用を減らされたい。 

 

 

23年度中 

 

 

23年度中 

 

 

 

 

 

H24.3 

 

 

 

 

H24.3 

 

局の目標が作成され次第、課の目標

を設定します。 

 

課の目標を設定次第、朝礼で職員へ

周知するほか、拡大印刷し目につく場

所へ掲示します。また、定期的に朝礼

や係会において課の目標を確認し、目

標達成に向けて取り組んでいきます。

 

N-EMS担当者が職員全員のパソコン

の設定を行うとともに、朝礼で長時間

の離席時の電源オフについて徹底を

呼びかけます。 

 

朝礼で各係の進捗状況を伝えるこ

とで、課全体の状況を把握し、効率よ

く業務を行うようにします。 

また、勤務時間外に業務することと

なった場合は、服装等を工夫し、電気

の使用を最小限にします。 

（大江破砕工場） 

目標設定や運用手順書について、

現状に即したものに見直しされた

い。 

 

見学者コースの照明の間引きは、

できる範囲で実施されたい。 

 

 

嘱託員にも研修を実施されたい。 

 

 

 

 

N-EMSにあわせた運用手順書を整

備し、現場の職員への周知を徹底さ

れたい。 

 

24年度目

標設定時 

 

 

24年度

早々 

 

 

24年度新

規研修か

ら 

 

 

H24.3.22

（運用手

順書） 

24年度新

規研修か

ら（周知）

 

平成23年度実績を基に、目標を見直

します。（運用手順書については、最

下欄参照） 

 

実施に伴う問題点を調査の上、でき

る範囲で照明の間引きを行うよう検

討します。 

 

嘱託員に対しても、職員と同様に研

修への出席を求めるとともに、欠席し

た場合には、後日直属の上司からフォ

ローを確実に行うこととします。 

 

N-EMS制定施行に合わせた運用手順

書に改定しました。 

現場の職員への周知は、次年度新規

研修より、研修の際に周知徹底を図り

ます。 
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局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

健康福祉局 

（環境薬務課） 

共用公用車を使用することから、

エコドライブマイスターの取得につ

いて所属内で啓発するなど、執務室

以外での環境配慮も有効かと思われ

る。 

 

朝礼で周知

 

①毎年、エコドライブセミナーの講習

が11月頃行われるので、最低1名の

受講者を募ることを目標とする。 

②最寄りの階への移動については、エ

レベーターの使用を抑制し、階段を

使うことを奨励する。 

（中央看護専門学校） 

今後も組織として継続して行われ

るように施設全体の意識付けをする

等の工夫が、更なる向上につながる

と考える。 

 

H24.3.26 

 

新規採用者、異動者へはオリエンテ

ーションの中で、本校の取り組みを説

明します。 

随時、企画委員会（学校全体の会議）

や学科毎に行われる朝礼の中で話題

にすることにより、引き続き環境への

意識付けを継続していきます。 

子ども青少年局 

（子育て支援課） 

特定の職員が行っている昼休み消

灯やごみ搬出を課内全体で取り組む

等、職員意識をさらに向上させるこ

とにより、今後の成果に繋がると思

われる。 

 

H24.3.14 

 

昼休み消灯を係別に担当を決め取

組むことにより、課内全体の環境に対

する職員意識を高めていくとともに、

臨職が対応しているゴミの搬出につ

いて職員が関わることでゴミの量な 

どの現状を理解し、今後の成果へ繋

げていく。 

（青少年交流プラザ） 

定期的に外部業者による点検を受

けており適切に管理されているが、

職員自身がより効率的な施設管理を

検討できるよう、類似施設を参考に

する等管理標準の充実化に取り組む

必要がある。 

 

24年度 

 

管理標準については、他の類似施設

を参考にするなどして充実化させて

いく。 

住宅都市局 

（筒井都市整備事務所） 

過去の実績と現状値の比較につい

て、数値を示しての分析・説明が不

足していた。 

 

 

取り組み状況に対する点検・検証

が不足していた。 

 

 

管理標準について職員への周知が

十分に徹底されていなかった。 

 

H24.3から 

 

 

 

 

H24.3から 

 

 

 

H24.3から

 

目標に対する適切な進捗管理のた

め、コピー枚数・電気使用量等を職員

に職員全員に電子供覧で定期的に周

知することとした。 

 

取組状況の定期的な点検方法は今

後、目標設定シートにチェック欄を設

け、毎月チェックを行うこととした。

 

管理標準は作成してあるが、職員へ

の周知はされていないため、職員全員

に電子供覧で周知することとした。 
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局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

市会事務局 

（総務課） 

実施研修について、9人のみ対象で

行っており、他の職員については

個々にイントラで研修を実施してい

る。実施研修は全員対象の研修であ

るため、日程の調整すること。 

 

コピー使用量について、推移をグ

ラフなどで作成し、過去数年の実績

との比較が分かりやすいように掲示

すること。 

 

24年度実

施分から 

 

 

 

 

H24.3 

 

所属職員全員が研修に参加できる

よう研修日を複数日設定する。 

 

 

 

 

使用量の削減の注意喚起、月ごとの

使用枚数を数値で掲示していたが、合

わせて過去2年分の使用量推移が分か

るグラフを作成し、掲示する。 

監査事務局 

（工事監査室） 

工事監査において、環境配慮の視

点で監査を行っているため、課の目

標設定シートに加えるべきと思われ

る。 

 

24年度中 

 

平成24年度工事監査室の目標設定

シート「事業特性を考慮した独自の取

組み」に、「環境に配慮した工事が実

施されているかを着眼点として監査

を行う。」ことを盛り込む。 

人事委員会事務局  

（審査課） 

今後目標設定（用紙類用）にあた

っては、課としての環境への意識を

高めるため、課単位で設定するなど

の検討をお願いしたい。 

 

H24.3.6 

 

局が小さく、プリンター・コピー

機・紙蘇箱が共有であること、常用の

コピー用紙を庶務担当課が一括調達

していることから、コピー用紙につい

ては課の内訳が出せないが、課ごとで

把握できる印刷物については、課にお

いても目標を意識できるようにする。

改善措置として、各課の目標設定シ

ート（様式2)の紙についての取組実施

方法欄に、局目標（様式1-1）からの

数値（印刷物は各課分、コピー用紙は

局一括把握分）を入れることで各課に

おいて意識的に取り組めるようにし

た。 

選挙管理委員会事務局 

実施時期が、2月に入ってからと遅

く、電子決裁・供覧の使用拡大など

による効果の浸透が遅くなった点を

改善されたい。 

 

イベントチラシの印刷部数につい

て、配付数量及び配付先における効

果をさらに検証し、全体の作成数量

の削減が可能かどうか検討された

い。 

H24.8頃 

 

 

 

 

H24.8頃 

研修の実施時期について、環境局

N-EMS事務局より研修資料がＨPに掲

載された時期に研修を実施する。 

 

 

イベントを開催するごとに参加者

へのアンケート結果等から配付先ご

との効果を検証し、配布部数相当の効

果を期待できない配付先について、配

布の部数削減または廃止をさらに進

めることで、全体の作成量の削減に取

り組む。 

 



- 5 - 
 

局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

病院局 

（総務課） 

各目標（局目標・部門別目標・課

目標）が掲示されていなかったため、

常に課員が目標を意識できるよう全

員が見えやすい位置に掲示し、朝礼

等で推進員から啓発する等、課内で

の目標の周知方法について改善の提

案がされた。 

 

H24.2.21 

 

各目標をコピー使用量とともにコ

ピー機の前に掲出することとする。ま

た毎月8日の環境保全の日には、推進

員から更なる削減に取り組むよう啓

発することとする。 

北区 

（福祉課） 

研修は資料を回覧する方法により

実施されているが、職員の理解を高

めるために直接説明できる機会を確

保するよう努められたい。 

また、帰宅時のOA機器のコンセン

トオフについて現在は取り組みがな

いため、実施方法を検討することが

求められる。 

 

H24.3.13 

 

研修の実施については、職員の理解

を高めるため、係会や課長面接時の機

会をとらえ、環境配慮についての説明

をし、周知徹底を図る。 

自分の机に載っているパソコンの

電源プラグを各自が帰宅時にパソコ

ンから抜くことにより、コンセントオ

フを実施することを検討する。 

（保険年金課） 

OA機器等の帰宅時のコンセントオ

フについて、できるところから実施

方法を検討することが望まれる。 

 

24年度か

ら 

 

行政内部パソコン3台及びコピー機

2台を対象として帰宅時のコンセント

オフを実施する。6か月ほど状況を見

ながら他の機器に拡大していく方向

で検討する。 

西区 

（生涯学習センター） 

○改善すべき点 

節水シールの修復など環境配慮に

係る市民向け啓発 

 

○検討事項 

監査所見コピー使用量の昨年度比

較による削減意識のより一層の向上 

 

 

H24.3.1 

 

 

 

H24.2.29 

 

 

湯沸室、体育室シャワー、トイレな

ど該当箇所に節水シールを貼付した。

 

 

コピー機に表示した「コピー枚数確

認表」の月別使用量欄に前年実績 

を加え比較できるようにした。 

中村区 

（総務課） 

課の目標設定シートが小さく見に

くい位置にあるので、用紙を大きく

して職員が見やすい場所に変更する

と職員の意識が向上すると思われる

ので検討していただきたい。 

 

離席時のパソコンスイッチオフの

徹底を図られたい。 

 

H24.2.27 

 

 

 

 

 

H24.2.29 

 

A4用紙2枚に印刷して2ヶ所に掲示

していた目標設定シートをB4用紙2枚

にし、掲示板だけでなく壁の目立つ場

所に計3ヶ所掲示して、職員の目に留

まるようにしました。 

 

出張等により長時間離席するとき

は、パソコンのスイッチオフするよ

う、朝礼等で周知するとともに適宜巡

回します。 
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局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

中村区 

（保険年金課） 

パソコンにスイッチオフのシール

が貼付されていないものがあるので

シールを貼付すること。 

 

コピー使用量は把握しているが分

析されていないので分析評価をし

て、効率化を図られたい。 

 

H24.2.22 

 

 

 

H24.2.22 

 

スイッチオフのシールを全パソコ

ンに貼付した。 

 

 

分析評価に努め、その都度見直しを

図っていく。 

中区 

（市民課） 

事務用コピー機の使用の削減意識

を上げるために、コピー機周辺に対

前年比同月比などのデータを掲示す

ることが必要と思われる。 

 

H24.3.2 

 

職員に削減意識を持ってもらうた

め、前年同月比のデータをコピー機に

貼り、意識を高める。 

（生涯学習センター） 

事務所内のごみの分別はなされて

いたが、個人発生のゴミ（カップ麺

容器）が捨てられていたのは問題で

ある。 

 

紙については、年度別のグラフは

あったが、平成23年度月別の掲示は

なかった。 

 

即日改善 

 

 

 

 

24年度か

ら 

 

該当職員始め職員全員に注意喚起

した。 

 

 

 

コピー用紙の月別使用量（利用者使

用分を除く）の月別推移を、前年度実

績との比較も含め、コピー機周辺に掲

示します。 

昭和区 

（福祉課） 

標設定に関して、「ごみの発生抑

制」、「生物多様性に配慮した商品の

購入」の事項について、業務特性と

の整合性に合致しない点が見受けら

れた。次年度以降については課の業

務特性を反映したものとして再考さ

れたい。 

 

「帰宅時のコンンセントオフ」に

ついては、その取り組みが十分に行

われていなかったので再考された

い。 

 

H24.3.14 

 

 

 

 

 

 

 

H24.3.14 

 

目標設定については、次年度以降課

の業務特性に合致するよう計画を作

成します。 

 

 

 

 

 

「帰宅時のコンセントオフ」につい

ては、各職員が実施するよう指示しま

した。 
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局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

昭和区 

（保健所） 

区役所ビル内に位置することから

空調操作などの取り組みが制約され

る部分がある中で、保健所全体で、

電灯の共通のスイッチ・パネルにつ

いて分かり易すく表示するなど積極

的に取り組んでいることは評価でき

た。 

しかし、目標設定シートでは、高

い目標設定は評価できるものの、目

標を理解したうえで、今後、適切な

目標設定が望まれる。 

 

H24.4 

 

「間伐材パルプを配合した紙を購

入する」という目標設定をしたが、予

算的にも対応が著しく困難な実態が

あった。今後は、適切で実現可能な目

標に見直しするものとする。 

熱田区 

（まちづくり推進室） 

 用紙の使用枚数の削減について、

コピー機等のOA機器のより有効な活

用による更なる削減を期待する。  

 

H24.2.21 

 

コピー機のスキャナー機能の活用

により、データのデジタル化を進め、

用紙の使用枚数の削減を進めること

にした。  

より一層の電子化に向けて職員へ

の周知も進めることにした。 

（保健所） 

用紙の使用枚数の削減について、

コピー機等のOA機器のより有効な活

用による更なる削減を期待する。 

 

H24.2.27 

 

次回、コピー機の契約時にスキャナ

ー機能の付いた機種に変更し、データ

のデジタル化を進め、用紙の使用枚数

の削減を進めることにした。  

より一層の電子化に向けて職員へ

の周知も進めることにした。 

中川区 

（福祉課） 

課の目標設定シートが作成されて

おらず、区の数値目標とのチェック

が難しい。 

 

パソコンの省エネモード設定がさ

れていない。 

 

H24.3.19 

 

 

 

H24.3.19 

 

平成24年度より課の目標値を設定

する。 

 

 

即時実施とし、本日設定を行った。

（保険年金課） 

昼休みの照明については間引きの

消灯の余地があると思う。 

 

H24.4.2 

 

昼休み中も通常業務をおこなって

おり、執務室全体に設置している業務

別端末の使用と電話対応が必要なこ

とから消灯してこなかった。 

指摘を受け、消灯単位が6m～8m毎の

ため任意の場所を消灯できない困難

さもあるが、比較的影響の少ない場所

について新年度4月から蛍光灯を30本

（各36ワット）消灯する取り組みを進

めることとした。 

（全体の15.2％消灯予定） 
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局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

港区 

（総務課、企画経理室） 

研修、環境への取組みなどを全職

員へ浸透させる手段を講じられたい 

 

 

 

 

目標や取組み行動の「見える化」 

 

 

 

 

省エネ法に基づく「管理基準」の

整備が十分にされていない 

 

24年度 

 

 

 

 

 

24年度 

 

 

 

 

24年度 

 

研修後に理解度などを確認するた

めアンケートなどを行う、また各所属

において研修など行った際は報告書

を提出することなどを検討して参り

ます。 

 

課、係会議において毎月のコピー使

用実績などを報告・確認、また目標を

共有できるように見やすい場所に掲

示するなどを検討して参ります。 

 

住宅都市局保全推進課に確認しな

がら整備するよう検討して参ります。

南区 

（福祉課） 

高齢者を対象としたイベントが

時々あるが、PRにあたり、公共交通

機関の利用、ゴミの持ち帰り等環境

に配慮が実施されていない。 

 

研修に欠席した職員への研修が資

料配布のみで終わり、説明ができて

いない。 

 

用紙の使用管理票への記入が毎月

ではなく半年まとめて記載されてい

る。また、組織として状況把握がで

きていない。 

 

H24.5末 

 

 

 

 

H25.3末 

 

 

 

H24.6末 

 

・イベントの実施にあたっては、チラ

シに公共交通機関の利用・ゴミの利

用を呼び掛ける案内を入れる。 

 

 

・研修にあたっては、研修日を二日も

うけて全員が参加できるように行う。

 

 

・用紙の印刷使用量等を毎月管理し記

入する。朝礼を活用して現状の共通理

解を図る。また、必要な対応を課全員

で実践するよう努める。 

守山区 

（総務課） 

管理標準の整備が十分にされてい

ないため、早期に整備していただき

たい。 

 

H24.5.31 

 

管理標準を整備します。 

（保険年金課） 

ごみ箱を係に一つが望ましい 

 

スポットエアコンのこまめな清掃 

 

エコドライブマイスターの取得 

 

 

部分消灯の検討 

 

 

 

用紙使用実績掲示の工夫 

 

H24.2.20 

 

H24.2.20 

 

24年度予

定 

 

24年度以

降 

 

 

H24.4予定

 

業務上使用する必要数に限定した 

 

職員によるフィルター清掃を実施 

 

次回の研修に参加する予定 

 

 

再度、検討する機会を設けて工夫の

余地を探る。併せて、将来の施設改修

時における検討課題とする。 

 

グラフ化などの工夫は、平成24年度

分から実施する。 
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局室区名 監査所見（具体的事実等） 
措置確認日 

又は計画期日 
改善措置又は計画方針等 

緑区 

（企画経理室） 

「区政運営方針」について、予算

措置状況からグリーン購入ガイドラ

インの基準に適合していない。 

 

「第3次環境基本計画」や「低炭素

都市なごや戦略実行計画」なども今

後の研修材料に取り入れるなど、継

続的かつ定期的な研修などにより、

さらなる取り組みを推進されたい。 

 

H24.5 

 

 

 

H24.7 

 

「区政運営方針」について、印刷物

のグリーン購入ガイドラインの基準

に適合するよう検討する。 

 

「推進員研修パワーポイント」、

「N-EMS基礎テスト」に加えて、「第3

次環境基本計画」や「低炭素都市なご

や戦略実行計画」なども今後の研修材

料に取り入れる。 

名東区 

（保険年金課） 

環境に配慮した取組みや研修は行

われているが、目標設定については、

区と同一の目標としているため、課

の業務にあわない部分がある。目標

の見直しをされたい。 

 

H24.2.28 

 

指摘いただいた点について課の事

業内容に合わせて目標設定シートを

再作成し、係員に周知を行いました。

さらなる環境に配慮した取組みを

行ってまいります。 

天白区 

（総務課） 

施設用シートの中で【緑化等につ

いて】当区役所では、庁舎周辺を緑

化しており、また、緑の回廊の形成

に資する施設も確認されたが、記載

されていないので修正されたい。 

【水循環について】実施できない

としているが、庁舎周辺通路や駐車

場の整備の際、透水性舗装・緑化な

どが可能であり、検討されたい。 

 

課用のシートで、PCについて、終

業後はコンセントオフを励行に取り

組まれたい。また、空調について、

窓にブラインドが無く、空調のため

に整備が必要と思われる。 

 

 

H24.2.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24.2.29 

 

施設用シートについて緑化等及び

水循環の部分を記載し修正した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査内容報告とともにコンセント

オフの励行について朝礼にて呼びか

けした。 

またブラインドについては次年度

に庁内全体で整備予定である。 

（市民課） 

PCについて、業務中は職務関係で

無理としても、終業後はコンセント

オフできる物もあるので、取り組み

を行われたい。 

 

照明について、(本年初めの事務所

レイアウト変更のためか）課内の照

明が均一でなく、相対的には明るい

と思われるので、さらなる省エネギ

ーに努められたい。また、窓にブラ

インドが無く、空調のために整備が

必要と思われる。 

 

H24.2.20 

 

 

 

 

H24.2.20 

 

PCについては、終業後コンセントオ

フが可能な箇所については、対応して

いる。 

 

 

照明については、照度が必要な箇所

もあるため、落とせる箇所の蛍光管を

さらに取り除いて節電を進めた。ブラ

インドの設置については、以前より要

望しており、総務課にて対応される予

定。 
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なごや環境マネジメントシステム（Ｎ－ＥＭＳ）環境監査実施要領 

 

制定 平成 24年 1月 23日 

 

（趣旨） 

第 1 この要領は、なごや環境マネジメントシステム（以下、「Ｎ－ＥＭＳ」という。）に

おける環境監査（以下、「監査」という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

 

（監査の目的） 

第 2 監査は、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

いるかを確認することを目的として実施する。 

 

（監査の対象） 

第 3 監査は、Ｎ－ＥＭＳの適用範囲となる組織、施設を対象に実施する。ただし、指定

管理者及び委託管理者、協力団体等については、監査の対象に含めない。 

   

（監査の内容） 

第 4  監査の内容は、次のとおりとする。 

(1) 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 

(2) 省エネ法の対象施設におけるエネルギーの使用の合理化に関すること 

(3) 前回の監査で指摘された事項が改善されていること 

(4) その他Ｎ－ＥＭＳの運用に必要なこと 

 

（環境監査チームによる監査の実施） 

第 5 監査は、環境監査員（以下、「監査員」という。）で構成される環境監査チームによ

り実施する。 

 

（環境監査チームの編成） 

第 6 環境監査チームは、主任環境監査員（以下、「主任監査員」という。）が編成する。 

 

（環境監査チームの編成上の配慮事項） 

第 7 監査員は、監査の客観性を確保するため、自らが所属する課室の監査を担当しない

ものとする。 

 

（主任監査員の職務） 

第 8 主任監査員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 監査を実施するにあたり、環境監査計画書（以下「監査計画」という。）を作成し、

監査を受ける各局室区の総括推進責任者に通知すること 

(2) 監査員を任命すること 

(3) 監査員に対し、監査に必要な知識を習得させるための環境監査研修を実施すること 

(4) 環境監査チームを編成し、監査の実施を指示すること 

参 考 



 

 

(5) 監査対象組織の総括推進責任者に監査の結果を通知すること 

(6) 監査の結果を総括し、環境管理責任者に報告すること 

(7) 環境管理責任者にＮ－ＥＭＳの改善について勧告すること 

(8) その他監査を実施するために必要な事務の処理に関すること 

 

（監査員の職務） 

第 9 監査員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 監査計画に基づき、監査の実施に必要な資料、情報を収集し、解析すること 

(2) 監査を実施し、環境監査所見報告書等を作成すること 

(3) 監査対象組織からの監査所見に対する改善措置等の内容を確認すること 

 

（監査員の権限） 

第 10 監査員は、監査対象組織に対して、監査に必要と認められる範囲で資料の提出及び

事実の説明を求めることができる。 

 

（主任監査員及び監査員の遵守事項） 

第 11 主任監査員及び監査員は、客観的事実に基づいて、監査を行わなければならない。 

2 主任監査員及び監査員は、判断及び意見の表明に当たって、常に公平な態度を保持し

なければならない。 

3 主任監査員及び監査員は、監査で知り得た監査対象組織の秘密情報を他に漏らしては

ならない。 

 

（監査計画） 

第 12 主任監査員は、環境管理責任者と協議のうえ、監査計画を作成する。 

2  監査計画の内容は、次のとおりとする。 

(1) 監査の日程 

(2) 監査の重点事項 

(3) その他必要な事項 

3 主任監査員は、監査の実施予定日の概ね 2週間前までに、総括推進責任者に通知する。 

 

（監査実施の指示） 

第 13 主任監査員は、監査計画を策定したときは、監査員に対して監査計画に基づき監査

を実施するよう指示する。 

 

（監査日程の変更） 

第 14 監査員は、事務の都合その他やむを得ない事由により監査計画に定められた日程で

監査を実施することができないと判断したときは、監査対象組織の総括推進員と協議し

てこれを変更することができる。 

 

（環境監査チェックシート） 

第 15 主任監査員は、次の重点事項をまとめた「環境監査チェックシート」（以下、「監査



 

 

チェックシート」という。）を作成する。 

(1) 監査項目 

(2) 監査のポイント 

(3) その他必要な事項 

2  監査員は、必要と認めるときは監査項目を追加することができる。 

3  監査員は、監査項目に基づき監査を実施し、監査結果等を記入する。 

 

（監査の実施） 

第 16 監査は、次の手順により行う。 

1 事前準備 

(1) 主任監査員は、監査を実施するため、当該年度の監査計画を作成し、監査を受ける

各局室区の総括推進責任者に通知する。 

(2) 総括推進責任者は、所属から監査員を選出し、総括推進員を通じて主任監査員に所

属の監査員を推薦する。 

(3) 主任監査員は、監査員に対して監査に必要な知識を習得させるための環境監査研修

を受講させる。 

(4) 主任監査員は、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ものを監査

員として任命する事務手続きを行う。 

(5) 主任監査員は、当該年度の環境監査チームを編成し、総括推進責任者に通知する。 

(6) 主任監査員は、作成した監査計画に基づき、監査項目及び監査ポイント等をまとめ

た監査チェックシートを作成する。 

(7) 監査員は、監査を実施する各局室区の総括推進員（各局室区N-EMS事務局）を通じ

て、監査実施に係る日程及び場所などの調整を行う。 

2 監査の実施 

(1) 監査は、監査チェックシートを用いて実施する。 

(2) 監査の方法は、関連文書類（実績集計結果を含む）の確認と取り組み状況の観察と

の組み合わせ、ヒアリングにより実施する。また、ヒアリング等により得られた情報

に対しては、記録等により客観的な裏付けを得るように努める。 

(3) 監査員は、監査チェックシートに基づき、是正措置を指摘又は見直し及び改善を要

する事項を指導した場合、監査対象組織の推進員に対し、指摘等に対する疑問点や異

議がないかを確認し、その理由を説明するとともに改善措置等に向けた助言等を行う

よう努める。 

 

（監査結果の報告） 

第 17 監査員は、監査の実施結果について「環境監査所見報告書」（様式1）を作成し、

「監査チェックシート」とともに監査対象組織の推進員を通じて総括推進責任者に提出

する。 

2 監査結果は、概ね次に掲げる視点によりまとめる。 

(1) 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指摘事項 

(2) 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指導事項 

(3) 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



 

 

なる優良事項 

 

（改善計画書の作成及び改善措置等の実施） 

第 18 監査対象組織の推進員は、監査において指摘又は指導の所見があった場合は、速や

かに是正措置、改善措置又は改善方針を立て、「改善計画書」（様式2）（以下、「改善計

画」という。）を作成し、所属の総括推進責任者に提出する。 

 

（改善計画の承認と指示） 

第 19 総括推進責任者は、所属する組織の推進員から提出された改善計画に対し、改善措

置等の内容が適切であると認めたときは、これを承認し、改善計画に基づく改善等を推

進員に指示する。 

2 総括推進責任者は、改善計画の進捗状況を適宜確認し、改善等の進捗が十分でないと

認めるときは、再度、改善計画の見直しを推進員に指示するとともに、速やかに改善

できるように努めなければならない。 

 

（監査結果の総括と報告及び通知） 

第 20 総括推進責任者は、監査員から提出された「監査チェックシート」及び「環境監査

所見報告書」、並びに所属する組織の推進員から提出された「改善計画」をあわせて主

任監査員に提出する。 

2 主任監査員は、総括推進責任者から提出された監査結果を総括し、当該年度の監査結

果を環境管理責任者に報告する。 

 

 

  附  則 

  この要領は、平成24年 1月 23日から施行する。 

 

  附  則 

  この要領は、平成24年 12月 21日から施行する。 

 



 

 

（様式 1） 

平成  年  月  日 

（あて先）主任環境監査員 

監査対象組織総括推進責任者 

環境監査員          

 

平成  年度 環境監査所見報告書 

 

監査対象組織 局室区    課・公所 監査実施日 平成   年   月   日 

監査チーム構成員 

(職名、氏名) 
 

監査対応者 

(職名、氏名) 
 

監査概要（書類審査及びヒアリングなどの監査実施内容） 

 

監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価） 

 

 

 

 

≪優良事項：  件≫ 

 

 

≪指導事項：  件≫ 

 

 

≪指摘事項：  件≫ 

 

 

備    考 

 



 

 

（様式 2） 

平成  年  月  日 

（あて先）主任環境監査員 

総括推進責任者 

   局室区   課・公所 

推進員           

 

平成  年度 改善計画書 

 

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 

   

 


