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１ 環境監査の概要 

（１）目的 

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

環境マネジメントが効果的に機能していることを確認する。 

  

（２）期間 

平成 25 年 1月 15 日～2 月 28 日 

 

（３）対象 

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

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

り） 

 

（４）環境監査員（以下、「監査員」という。） 

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

等を有する課長級職員６３名 

 

（５）環境監査の内容 

N-EMS の初年度運用実績から課題の洗い出し及び改善措置の実施等がされているか 

を確認することを主な目的とし、以下の項目について監査を実施 

 

区分 主なチェック内容 

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

るか確認する。 

取組状況 日常の業務において、効果的な環境配慮が計画され、実施されている

か確認する。 

研修 研修計画に則り、適切に研修が実施されているか確認する。 

文書の管理 運用に係る文書が適切に作成、保管されているか確認する。 

運用管理 組織（施設）として必要な運用手順書等に従い取組みが管理されてい

るか確認する。 

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

改善措置等を実施しているか確認する。 

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

推進員がその役割（職員指導、点検管理指示、運用状況の把握、分析評

価等）を果たしているか確認する。 

環境監査 前回の市全体の環境監査の結果、指摘事項及び改善措置等が周知され、

環境施策へ活かされているか確認する。 
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２ 監査結果 

（１）監査結果（詳細は「別添２」のとおり） 

    

  ア 監査項目ごとの評価内訳（優良事項５８件／指導事項４５件／指摘事項５件） 

区分 優良事項 指導事項 指摘事項 

目標設定 ４ ８ － 

取組状況 ２８ １７ １ 

研修 ８ ９ － 

文書の管理 １ － ２ 

運用管理 ２ － １ 

点検及び評価 ７ ８ １ 

役割及び責任 ４ ３ － 

環境監査 ４ － － 

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

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

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

とをいう。 

 

イ 評価ごとの主な事例 

区分 主な監査所見等 

優良事項 ＜目標設定＞ 

○職員への研修を通じて、施設目標を周知すると共に、職員アンケート

も実施し、省エネのために職場でできることなどの提案を募り、今後

の計画に生かしている。 

○標準的な目標設定シートをそのまま使うのではなく、施設の特性（お

客様が使用すること）を踏まえた独自の環境行動目標を掲げ、所属職

員に理解しやすく、実情に合ったものとなっている。 

＜取組状況＞ 

○自主的な取り組みとして、冷気を遮断するために窓に緩衝材を貼って

おり、暖房の使用抑制を図っていた。 

○コピー機は局内４課で１台を共用しているが、コピー機周辺に各課の

毎月の使用状況が一目で把握できるようグラフ化が図られており、職

員のコピー使用削減の意識づけに効果を発揮している。また、コピー

使用量が突出している月にはその理由をグラフに添付するなどの工夫

もされている。 

○職場環境にできるだけ影響が少なくて済むように職員の勤務実態を把
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握し、一時的に集中冷房を停止している。また、停止時間以外も 29℃

未満の場合、湿度が高くない場合は稼動しないなど、こまめな管理を

行っている。 

○コピー機のスイッチの近くに、「ワンボタン約２円也」という表示シー

ルを貼付し、コピーをする際にコストを意識させることによりコピー

枚数を減らす工夫をしていた。 

＜研修＞ 

○推進員がオリジナルな研修資料を作成し、効果的な意識づけを行って

いる。また日程設定においても数回に分けて開催し全員が受講の漏れ

がないよう徹底されていた。 

＜点検及び評価＞ 

○紙の使用について昨年度に比べ、紙の使用が大幅に減少している。縮

小コピーや裏紙使用をするようコピー機本体に貼り紙をして、周知徹

底されていた。 

また、再生紙（コピー用紙）使用簿を作成するなどして、使用制限を

している。 

＜役割及び責任＞ 

○推進員、施設の N-EMS 担当者を中心に、職員の勤務実態に合わせたこ

まめな室温管理を全職員を巻き込んで行っている。アンケート等を作

成し、職員に当事者意識を持ってもらえるように工夫をしている。 

 

指摘・指導事

項 

＜目標設定＞ 

○各課室ごとに目標設定がなされておらず、事務所単位の設定となって

いる。 

＜取組状況＞ 

○裏紙の利用は行われていたが、紙の分別に関して、雑紙用のリサイク

ル袋が用意されているにもかかわらず、可燃ごみの中には再利用可能

な紙ごみが散見された。 

○環境保全の日（毎月 8 日）公用車の使用については利用簿などで使用

を控えるよう注意喚起がなされていない。 

○離席時においてパソコンがスリープモードにされていない。 

○紙の使用量が増加しており、電子決裁率も低下している。 

○課ごとのコピー枚数の管理ができていない。 

＜研修＞ 

○入門研修、実施研修とも実施されているが、イントラを活用した自習

方式とし、受講の確認がなされていない。 

○研修の実施時期が年度後半であった。 
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＜文書の管理＞ 

○管理標準が不十分であった。 

＜点検及び評価＞ 

○公用車の利用にかかるガソリン使用量が増加していたが、分析が十分

ではなかった。 

○コピー紙の使用量を３年間の比較で示し、グラフ化するなど職員に毎

月周知できるものが掲示されていたが、目立たない場所であるため、

努力が惜しまれる。 

○再生紙の使用実績については、手元資料にとどまっており、課全体に

周知されていない。 

 

 

（２）改善措置等 

監査において指摘又は指導があった全３８課公所において、５７件の是正措置、改

善措置又は改善方針が計画又は実施された。（詳細は「別添３」のとおり） 

 

 

３ 総括 

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

用がされていたが、監査項目の中で、特に取組状況については、日常業務における省

エネ対策や用紙削減に関する具体的な取組の項目であるため、取組を推進することで

削減効果に直結する項目である。２（１）アの表に示すように取組状況の評価内訳を

みると、優良事項が２８件である一方、指摘・指導事項が１８件あった。 

この内容から、個々には優れた取組を実施している課公所が多数あるものの、依然

として基本的な取組ができていない課公所が存在していることが分かる。一例をあげ

ると、市民利用者が居ない時は空調を入れない、エレベーターの電源を切るなどの徹

底した省エネに取り組んでいる課公所がある一方で、離席時においてパソコンがスリ

ープモードにされていない課公所があった。   

今後は優良事例の普及や基本的な対策の徹底により、省エネルギー・省資源対策の

より一層の推進に努める。 

 



 
 

監査対象課公所 

     監査対象          監査員 

局室区 課公所 局室区 監査員役職 

会計室 審査課 教育委員会事務局 企画経理課長 

市長室 国際交流課 教育委員会事務局 
学校教育部主幹 

（学校教育に係る企画調整） 

総務局 安全衛生課 会計室 審査課長 

総務局 企画課 市長室 秘書課長 

財政局 財政部アセットマネジメント推進室 市会事務局 総務課長 

財政局 金山市税事務所 監査事務局 工事監査室長 

市民経済局 広聴課 人事委員会事務局 任用課長 

市民経済局 中文化センター 
選挙管理委員会事

務局 
次長 

環境局 総務課 病院局 総務課長 

環境局 環境科学調査センター 交通局 技術管理課長 

健康福祉局 クオリティライフ 21 城北推進室 総務局 総務課長 

健康福祉局 知的障害者更生相談所 総務局 統計課長 

子ども青少年局 子ども福祉課 財政局 財政課長 

子ども青少年局 東志賀保育園 財政局 管財課長 

住宅都市局 住宅整備課 市民経済局 主幹（企画・外郭団体） 

住宅都市局 大曽根北都市整備事務所 市民経済局 地域商業課長 

緑政土木局 技術指導課 環境局 資源化推進室長 

緑政土木局 名東土木事務所 環境局 施設部主幹(処分場確保) 

市会事務局 議事課 消防局 施設課長 

監査事務局 監査第一課 消防局 指導課長 

人事委員会事務局 審査課 上下水道局 総務課長 

選挙管理委員会事

務局 
選挙管理委員会事務局 上下水道局 

企画部主幹 

（環境活動推進・技術調整） 

教育委員会事務局 学校保健課 健康福祉局 総務課長 

教育委員会事務局 教育センター 健康福祉局 監査室長 

消防局 消防課 子ども青少年局 保育運営課長 

消防局 東消防署 子ども青少年局 総務課長 

病院局 西部医療センター管理部管理課 交通局 
総合企画部主幹 

（企画調整・外郭団体） 

上下水道局 総務課 住宅都市局 企画経理課長 

上下水道局 春日井浄水場 住宅都市局 
筒井都市整備事務所主幹 

(筒井地区整備) 

別添１



 
 

 

  監査対象課公所          監査員 

局室区 課公所 局室区 監査員役職 

交通局 財務課 緑政土木局 総務課長 

交通局 鶴舞線運転区 緑政土木局 農業技術課長 

千種区 生涯学習センター 名東区 民生子ども課長 

千種区 福祉課 名東区 保健所次長 

昭和区 総務課 千種区 総務課長 

昭和区 生涯学習センター 千種区 福祉課長 

守山区 農政課 昭和区 総務課長 

守山区 民生子ども課 昭和区 福祉課長 

名東区 総務課・企画経理室 守山区 まちづくり推進室長 

名東区 福祉課 守山区 福祉課長 

東区 市民課 中村区 まちづくり推進室長 

東区 生涯学習センター 中村区 総務課長 

北区 総務課 東区 市民課長 

北区 保健所 東区 生涯学習センター館長 

西区 福祉課 北区 企画経理室長 

西区 山田支所区民生活課 北区 市民課長 

中村区 総務課 西区 まちづくり推進室長 

中村区 生涯学習センター 西区 企画経理室長 

中区 民生子ども課 港区 生活環境課長 

中区 保険年金課 港区 保健所主幹（公害対策） 

熱田区 総務課 中区 まちづくり推進室長 

熱田区 民生子ども課 中区 福祉課長 

中川区 民生子ども課 熱田区 生涯学習センター館長 

中川区 まちづくり推進室 熱田区 保健予防課長 

港区 総務課 中川区 総務課長 

港区 市民課 中川区 まちづくり推進室長 

瑞穂区 まちづくり推進室 天白区 生活環境課長 

瑞穂区 生涯学習センター 天白区 保健予防課長 

南区 まちづくり推進室 瑞穂区 総務課長 

南区 民生子ども課 瑞穂区 民生子ども課長 

緑区 農政課 南区 福祉課長 

緑区 生涯学習センター 南区 生活環境課長 

天白区 民生子ども課 緑区 市民課長 

天白区 福祉課 緑区 民生子ども課長 



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

会計室

（審査課）
　環境への意識が高く、冷気を遮断するために自主的に緩衝材を窓に貼る
など独自の取り組みが実施されていた。
　また、目標設定シートは執務室内の見やすい場所に掲示されており、所
属内への周知が図られていた。コピー機近くの壁に、コピー使用量の推移
が分かる折れ線グラフが掲示されており、コピー使用量削減のための工夫
がされていた。
　研修は、２回にわたって、各1時間ずつ実施されており、丁寧な実施状況
が確認できた。また、課長自ら研修資料に基づいて説明を行うなど積極的
に取り組んでいることが確認できた。
≪優良事項：２件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

市長室

（国際交流課）
　前年度・今年度の実績を踏まえた取り組みが実施されていた。
　特に、コピー用紙の使用量の削減については、使用量が前年度と比較で
きるよう棒グラフが作成されていたり、不必要なコピー防止を呼びかける
シールがコピー機本体に貼られていたりするなど、積極的に取り組んでい
ることが確認できた。
また、削減目標がコピー機前の目につきやすいところに掲示され、周知が
図られていた。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（安全衛生課）
　課の目標設定は概ね現状に合わせ適正に設定されており、運用状況の把
握や進捗確認も概ね適正に運用されていたが、エレベータ使用の抑制や水
道の適正利用、公共交通機関・自転車の積極利用について、目標が設定さ
れていなかった。すでに取り組んでいたり、実績がわずかなものであって
も、職員の意識づけの観点からも注意喚起をするなどの目標を設定してい
ただきたい。
　日常業務における環境配慮への取り組みが意識的に行われていた。特
に、ファイル類の再利用が徹底されていた。１度使用したものでも背表紙
を張り替えて再利用したり、フラットファイルに関しては裏返しにして再
使用するなど、所属全体で意識的に取り組まれており、評価できる。
　運用実績の分析・評価については、ガソリン使用量の増加にかかる分析
が十分ではなかった。課では、他所属へ公用車の貸し出しをしており、ガ
ソリン使用量は他所属の利用状況によって左右される事情はあるものの、
エコドライブの推奨や公用車の利用を 小限にするよう利用所属に呼びか
けるなど、管理課としての取り組みを検討していただきたい。
　また、ゴミの資源化量が毎月同じ数字を報告されているため、実績把握
の仕方を見直していただきたい。
≪優良事項：１件≫
≪指導事項：２件≫
≪指摘事項：０件≫
（企画課）
　用紙類の使用が多いという業務上の特性、エネルギー施策担当課である
点を踏まえ、適切な取組みが実施されていた。
　特に職員の節電に対する意識は高く、電気消費量の多い季節には電気
ポットの使用を控えて魔法瓶で代用するなど、細やかな配慮がされてい
た。
　研修も節電の観点で実施し、効果的に職員の意識啓発が図られていた。
しかしながら、研修実施時期が年度後半であったことから、さらに研修後
の取組み成果を上げるため、年度前半での実施を提案した。
≪優良事項：１件≫
≪指導事項：１件≫
≪指摘事項：０件≫

総務局

監査結果一覧



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（財政部アセットマネジメント推進室）
　アセットマネジメント推進室においてはイベント実施などはなく、事務
室での電気や用紙類使用量の削減が主な取組である。
≪優良事項：１件≫
・用紙類使用量削減のため、コピー用紙使用量の10％削減を目標に掲げる
とともに、積極的に電子決裁を行い、電子決裁率が80％と非常に高くなっ
ている。
≪指導事項：１件≫
・さらなる用紙類使用量の削減につなげるため、優良事項のとおり積極的
に取組んでいる項目について、課目標の｢事業特性を考慮した独自の取り組
み｣として目標を設定すること。
≪指摘事項：０件≫

（金山市税事務所）
１　目標設定に関して
　金山市税事務所は、管理課、徴収課、市民税課、固定資産税課、固定資
産評価室、野並出張所の4課、1室、１出張所からなり、職員数も２７３名
を数えるにもかかわらず、各課室ごとに目標設定がなされておらず、事務
所単位の設定となっている。
また、「２アップ３ダウンの奨励」に関して、障害を持つ職員がいるため
できないとのことであるが、それ以外の職員は十分にできるはずなので、
目標として設定すべきである。
２　取組状況に関して
　コピー枚数について、各年度毎月の使用量の表示が１階の管理課にしか
なされておらず、２階３階のコピー機にはそのような注意喚起の表示がな
かった。電源オフのシール等は各職員のパソコン等に適切に貼付されてい
た。ごみが可燃ごみと、不燃ごみにしか分別されておらず、プラスチック
容器包装、紙製容器包装との分別がなされていない。事業系一般廃棄物と
は言え、紙製容器包装は雑古紙として資源化し、プラスチック容器包装は
名古屋市役所環境行動計画２０２０に沿って資源化するなど検討の余地が
あると思われる。また、コンビニ等で購入した食品のごみは、コンビニ等
に返すようにしているとの説明であったが、ごみ箱の中に散見された。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：２件≫
１　目標設定に関して
　事務所単位で目標を設定しているが、効果的な環境配慮を実施するため
には、各課ごとに環境目標を設定することが望ましい。
２　取組状況に関して
　コピー用紙について、各年度毎月の使用量を２階３階のコピー機周辺に
も表示し、各課室においても注意喚起をすることが望ましい。
≪指摘事項：０件≫

市民経済局

（広聴課）
　目標設定は前年度実績を反映し、適切に行われており、取組状況にあっ
ても印刷物の見直しや共有サーバーによる情報の共有など、環境に配慮し
た取り組みが行われている。また、環境への取り組みにあたっては、紙使
用量の推移など、目に見える形で職員に周知し、注意喚起を行っている。
　研修については、朝礼の際に全職員を対象に実施し、嘱託員に対しても
適切に行われ、環境に配慮した取り組みに生かされていた。（研修の成果
を生かし、徹底するためにも、年度の早い時期に研修を行うことを提案し
た。）
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：１件≫
　「市民の声」の他局への照会などについて、文書管理システムの活用な
どを検討することで、紙使用量が極力外部の要因に影響されないような取
組が必要と思われる。
≪指摘事項：０件≫

財政局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

市民経済局

（中文化センター）
　施設管理者としての省エネについては、空調管理や電源管理など徹底し
た取組がなされており、ガスの使用量については、毎日記載して職員全員
で共有できるしくみにしている。
　館内のゴミ箱については分別がなされているものの、ゴミ箱自体を必要
小限とすることにより、外からの持ち込み防止やゴミ減量意識につなが

るものと思われる。
　研修については係会を活用し嘱託職員も含めて実施されていたが、年度
の早い時期に実施するほうが効果的であると提案した。
≪優良事項：１件≫
　利用者特性に配慮しつつも、その利用状況に応じて徹底した省エネ対策
に取り組んでいる。
≪指導事項：１件≫
　印刷物の初期値を確認し、実態に即した目標設定を検討されたい。
≪指摘事項：０件≫

（総務課）
　名古屋市の環境施策を牽引している環境局のN-EMS事務局として、職員の
意識の高さが印象深かった。N-EMSが適切に運用され、かつ効果的に機能し
ていることが確認できた。
≪優良事項：１件≫
　市役所本庁にあって省エネルギーのためにできる取り組みが限られる
中、照度に合わせて執務時間中も窓側の照明を自主的に消していた。ま
た、環境局総務課が位置する東庁舎5階の窓全てに遮熱フィルムを貼り、効
果的な空調管理を図っていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（環境科学調査センター）
　環境科学調査センターは、その前身が名古屋市における 初のISO14001
認定事業所であるという歴史があることから、環境配慮に対する意識がと
ても高い。N-EMSにおいても積極的な取組みがなされ、N-EMSが適切に運用
され効果的に機能していることを確認した。
≪優良事項：１件≫
　施設の環境目標では、電気、水道、都市ガス、用紙類の削減目標（電気
は前年度比２％、その他は10％）が環境局の削減目標１％を大きく上回っ
て設定されており、玄関ホールや廊下の消灯状況等からも可能な範囲で徹
底した努力を積み重ねていることが伺えた。今年度の１月までの実績にお
いても施設の削減目標数値を大方達成しており、施設職員一丸となって努
力している成果であると思われる。
≪指導事項：１件≫
　施設には、当該施設が勤務先となっている本庁在籍の嘱託職員２名がい
るとのことであったが、この２名は職員研修の対象にはなっていなかっ
た。勤務先が当該施設であれば、本庁在籍の嘱託職員も施設在籍職員と同
様の研修を受講することが望ましく、今後はこの嘱託職員に対しても職員
研修を実施されることを検討されたい。
≪指摘事項：０件≫

環境局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（クオリティライフ２１城北推進室）
　目標設定シート（課室用）は課内に２枚掲示されており、所属員全員の
目に留まるところに掲げられおり、周知が図られていた。
　コピー用紙の使用量については、昨年度実績と比較した表を作成してコ
ピー機付近に掲示したり、印刷前の画面確認の徹底などの取り組みによ
り、月ごとの枚数をひかえており、用紙類の削減について所属内において
意識を高く持っているように感じた。
　健康福祉局では授産施設等への印刷発注に特に配慮しているとのことで
あり、更なる向上のために、授産施設等における間伐材パルプの配合紙の
利用等の環境配慮をより一層働きかけることで、障害者福祉と環境配慮の
両立に有効かと思われる。
≪優良事項：１件≫
　緑化の推進に積極的に取り組んでいた。クオリティライフ21城北では、
15%の基準緑化率に対して30％の目標をたてていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（知的障害者更生相談所）
　目標設定シート（課室用及び施設用）とは別の管理チェックマニュアル
を作成しており、執務室内の掲示だけではなく、係員全員がもっており、
常に環境に配慮するよう心がけている。また、研修内容については、所属
員で話し合いをしており、電灯の間引きや照明・空調の節電を行うことを
確認したうえで、実践をしており環境への関心がうかがえた。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：２件≫
・設備のエネルギー管理に関して部分的に定めた「管理チェックマニュア
ル」は作成されていたが、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針等
にそった、設備ごとに運転及び保守・点検を定める管理標準としては不十
分なものであった。
・設備のエネルギー管理に関して部分的に定めた「管理チェックマニュア
ル」により、事務室の空調温度の設定、空室の空調停止などの取り組みは
行われていたが、設備ごとに運転及び保守・点検を定めた管理標準にそっ
て的確に運用管理を行う必要がある。

子ども青少年局

（子ども福祉課）
　イベントの実施が多いという組織の特徴に合わせた目標設定がされてお
り、またこれを着実に実行していた。
　実施研修だけでなく、日頃の朝礼の場などで責任者が積極的に状況の説
明をすることが、職員の環境に対する意識向上につながっていた。
≪優良事項：２件≫
・責任者が率先して状況の進捗管理を行い、これを所属内に周知してい
る。
・民間企業と共同で行うイベントを通じて、環境に対する取り組みを市民
の間にも広めている。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：１件≫
・共有スペースについては、N-EMS担当者に限らず、誰でも自然にスイッチ
オフ行動が行えるような工夫があると、よりエネルギー削減ができると思
われる。

健康福祉局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

子ども青少年局

（東志賀保育園）
　子どもが生活する部屋と職員だけが事務を行う部屋では空調の設定温度
を変えるなど、業務に合わせた目標設定がなされていた。
　環境負荷を軽減するため、独自の工夫が随所に見られる。
　職員の行動や表示を見て、子どもたちが自然に環境保護に興味を持つ空
間が生まれていた。
≪優良事項：２件≫
・前年度の実績を基に、電気使用量の削減やごみの資源化に取り組み、そ
れを達成していた。
・大人が行うエコ活動が自然と子どもに伝わる環境ができていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：１件≫
　定期的に外部業者による点検を受けており、各種設備について昨年度の
使用量との比較検討を行い、削減項目を洗い出し、省エネに取り組んでい
るが、より効率的な施設管理ができるよう管理標準を整備する必要があ
る。

（住宅整備課）
≪優良事項：1件≫
○市全体の環境監査の指摘事項と改善措置を参考に、用紙使用量抑制のた
め、コピー機の前に使用実績（毎月更新）を数値化し掲出しており、職員
の意識を高めている。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫
（大曽根北都市整備事務所）
≪優良事項：1件≫
○市全体の環境監査の指摘事項と改善措置を参考に、用紙使用量抑制のた
め、コピー機の前に使用実績（毎月更新）を数値化し掲出しており、職員
の意識を高めている。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（技術指導課）
　Ｎ－ＥＭＳマニュアルに定める目標設定、運用及び点検・評価等が適切
に行われており、指導/指摘すべき事項は見受けられない。
≪優良事項：２件≫
・研修に併せてアンケートを行ない、実施可能な取組みを記載させるなど
“聴くだけ“で終わらせない工夫がなされている。
・印刷物の電子化や電子決裁の利用拡大、コピー使用実績の掲示など、用
紙類の使用削減に向けた取組みが積極的に行われている。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（名東土木事務所）
　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。「指導事項」とした点についても、積極的に見える
化に取組んだ結果であり、取組み自体は評価すべきものである。
≪優良事項：２件≫
・空調設備の更新や蛍光灯への反射板付きルーバーの設置、窓ガラスへの
遮熱フィルム貼付けなど、ハード面における省エネ対策を積極的に行って
いる。
・職員数３０名の職場で車両を９台保有しており、業務上車両の使用頻度
も高いことから、安全衛生委員会の場などにおいてエコドライブマイス
ターを活用した教育を積極的に行っている。
≪指導事項：１件≫
・電気・ガス・水道・コピー等の使用量をグラフ化し掲示しているが、全
てが束ねられており見づらくなっている。コピー使用量はコピー機の傍に
掲示するなどの工夫が必要である。
≪指摘事項：０件≫

住宅都市局

緑政土木局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

市会事務局

（議事課）
　環境監査にあたり平成２４年度の用紙類使用量の削減目標が前年度マイ
ナスから＋３５％と大きな数値の増加になっていることについて重点的に
監査を実施した。ヒアリングの結果、本来自然増によりシート作成すべき
ところがされていなかったものであった。
・環境マネジメントの取組みについては、スチール棚に用紙が整理・整頓
され用紙の使用量も確認でき経年比較のグラフも掲示されており、「離席
時パソコンＯＦＦ」啓発シール等の貼付等適切であったと認められた。目
標達成に向けた責任分担の明確化、進捗状況の確認時期やこれに伴う職員
への周知・啓発等を定期的に実施されれば一層効果的であると考えられ
る。
・前年度同局総務課における環境監査に基づき改善措置としていた事項に
ついても、市会事務局全体で取組みがなされていることは評価できた。
≪優良事項：１件≫
・スチール棚に用紙が整理・整頓され用紙の使用量も確認でき、経年比較
のグラフも掲示されており、更にはコピー機に新たにカード器を設置し各
課別に使用量が把握できるようにされ各課別で使用量意識付けするように
一層の取組みがされていた。
≪指導事項：２件≫
・平成２４年度の用紙類の目標設定シートの作成において、自然増として
処理すべきところをされていなかったため＋３５％と大きな数値の増加に
なっていた。努力による削減目標をより明確にするために、環境局と協議
し適正な目標設定シートに是正されたい。
・目標達成に向けた責任分担の明確化、進捗状況の確認時期やこれに伴う
職員への周知・啓発等を定期的に実施されれば一層効果的であると考えら
れることから検討されたい。
≪指摘事項：０件≫

（監査第一課）
　環境監査にあたり、平成24年度の用紙類使用量の局削減目標が基準年度
と比較し、約3割増となっている状況についてヒアリングをした。
　監査事務局における用紙類使用量の実績は、基準年度（21年度）が1,276
㎏、23年度が1,680㎏で、400㎏程の増加したことにより、対基準年度比で
約３割増となっていた。また、増加の主な要因は、監査報告書の発行回数
の増と平成22年度から実施しているテーマ監査によるもので、自然増加で
あった。このように、組織の規模が小さい局は、わずかな用紙類使用量の
増加が目標設定値に大きく影響することが判明した。この点については、
より目標を明確にするためにも、環境局と調整を行い、監査事務局独自の
方法を設定する必要があると思われる。
・環境マネジメントの取組みについては、分別用ごみ箱の標示が見やす
く、間違いなく分別できるよう徹底されており、また、ごみを頻繁に排出
することにより箱の数を必要 小限となるよう工夫されているなど、細か
な配慮もされていた。
・その他、目標設定により取組されていたものと思われる。
≪優良事項：２件≫
・分別用ごみ箱の標示が見やすく、間違いなく分別できるよう徹底されて
おり、また、ごみを頻繁に排出することにより箱の数を必要 小限となる
よう工夫されている。また、コピー機は局内４課で１台を共用している
が、コピー機周辺に各課の毎月の使用状況が一目で把握できるようグラフ
化が図られており、職員のコピー使用削減の意識づけに効果を発揮してい
る。また、コピー使用量が突出している月にはその理由をグラフに添付す
るなどの工夫もされている。
・工事監査を実施する際、通常は工事の設計・積算・施工などについて適
正であるかを調査しているが、本年から、環境に配慮された工事がされて
いるかという視点から、関係局に対し指摘していたという事例があった。
≪指導事項：１件≫
・平成24年度の用紙類の目標設定シートの作成において、実態に見合った
局目標設定とするよう環境局と協議されたい。
≪指摘事項：０件≫

監査事務局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

人事委員会事務局

（審査課）
　監査対象所属は、平成23年度のコピー用紙増加要因を的確に分析してお
り、また、印刷物の配布部数の見直しを行い用紙類の減少につなげてい
る。その一方、監査対象所属は業務の性質上、年度当初にコピー用紙の使
用見込み量を計上することが難しい。このため、職員一人ひとりが両面コ
ピーの徹底やミスコピーの防止につなげていくため、用紙使用量の実績値
を「見える化」することや職場会議などにおいて定例報告などを実施され
るとよいのではないか。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

選挙管理委員会事務局

（選挙管理委員会事務局）
　監査対象所属は、電子決裁の決裁率向上に努めるとともに、コピー用紙
の使用実績を掲示するなどの「見える化」が図られており、用紙類削減に
向けた取り組みを推進している。また、推進員は朝礼で目標設定に対する
取り組み状況等を報告するなど職員への意識啓発を実施している。
　選挙の実施年と非実施年とでは用紙類の使用量に大きな差があるため、
目標設定にあたっては、これら過去の実績等を踏まえ、通常業務における
用紙類の削減などがわかるような運用管理を実施されると、より職員のモ
チベーションを向上させることができるのではないか。
≪優良事項：１件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（学校保健課）
　設定された課の目標に従い、日常の中で様々な努力・工夫に取り組んで
いる。
　特に、分別用のゴミ箱の表示が分かりやすくされていることや、用紙の
使用量を前年度と対比させてグラフで示し、職員の目につきやすいところ
に掲示していること、また、朝礼を活用して研修を行うことで、全職員が
受講できていることなどの取組みが確認できた。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（教育センター）
　設定された施設の目標に従い、日常の中で様々な努力・工夫に取り組ん
でいる。
　特に、消灯の徹底や蛍光灯の間引きなど照明関係で省エネに努めている
ことや、用紙の使用量を前年度と対比させてグラフで示し、職員の目につ
きやすいところに掲示していることなどの取組みが確認できた。
　更なる向上のため、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検討することを提案した。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：１件≫
≪指摘事項：０件≫

消防局

（消防課）
　設定された課の目標に従い、日常の中でさまざまな努力が行われてい
る。
　緊急性の高い業務が多く、日常の中でできる工夫は限られる面はある
が、コピー用紙の両面印刷、裏紙利用など徹底が行われており、現在の取
り組みが今後も継続されることを期待する。
≪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



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

消防局

（東消防署）
　施設のN-EMS担当者の意識が高く、前年度の実績から改善できる項目を推
進員等と共に検討し、計画を立てている。今年度は空調管理に力を入れて
おり、職員の勤務実態を把握し、季節に合わせたこまめな削減計画がたて
られ、実践されている。
　また、職員研修時に理解度を把握したり、省エネへの提案を募るなど全
職員に当事者意識を持って取り組んでもらえるような工夫がなされてい
る。
　良好な取り組み状況であり、引き続き、全職員の意識を向上させなが
ら、取り組みが持続されることを期待する。
≪優良事項：４件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫
　前述のとおり職員研修時にアンケートを実施し、職員から省エネのため
に職場でできることなどの提案を募り計画に反映するなど、全職員に当事
者意識を持って取り組んでもらうための工夫がなされている。前年度実績
に基づき、削減できる項目を検討し、作成した計画の徹底した実践と使用
量等の数値での改善結果の把握に努め、大幅な削減が数値としても確実に
結果に表れている。

病院局

（西部医療センター管理部管理課）
・N-EMSで定められた事項が適切に運用され、かつ、効果的に機能している
ことを確認することができた。
≪優良事項：１件≫
・日常の業務において効果的な環境配慮が計画され、かつ、実施されてい
る。特に、廃棄物の分別方法について、全職員が携帯する「じょうほく手
帳」に詳しく記載し、職員が常時確認できるようにしていることは、職員
の意識を高め、成果を上げるうえで極めて効果的であると思われる。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（総務課）
・運用に係る書類は適切に作成され、管理運用されている。
・ゴミ箱・裏紙利用のボックスについて点検したところ、分別状況は良好
であった。消灯についても、スイッチオフシールが貼付され、帰宅時の確
認事項が掲出されていた。
≪優良事項：１件≫
・上下水道局では、平成２３年度の半ばから、各所属がコピー室に置かれ
ているコピー用紙を持ち出す際に、持ち出した束数を管理簿に記載する仕
組みが構築されており、コピー機だけでなく、各所属のプリンターで使用
するコピー用紙使用量も概ね把握されていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

（春日井浄水場）
・プラントの運用に係る書類は適切に作成され、管理運用されている。ま
た、職場内で定期的に開かれている環境対策会議では、実績の分析と情報
共有が図られている。
・目標設定の指標の立て方と、その進捗管理について見直しを提案した。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：１件≫
・電力使用量の管理については、場内施設ごとに区分した統計資料を作成
しており、オフィス系の電力使用量も概ね把握されているが、目標設定値
が施設全体を対象としているため、オフィス系単体での進捗管理が行われ
ていなかった。このため、目標設定と実績集計ともに、可能な限り事業系
とオフィス系を分けて管理してはどうかと提案した。
≪指摘事項：０件≫

上下水道局



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（財務課）
・課としての目標設定、削減目標に対する課としての取り組みや研修につ
いて、適切に行われていた。
・削減目標に対する取り組みでは、コピー機の横に月別のコピー枚数や目
標に対する達成状況が分かるような表を張り出し、職員が目標を常に意識
できるよう工夫を行っており、検証を行いながら取り組みを行っているこ
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≫

（鶴舞線運転区）
【目標設定】聞き取りによると､温室効果ガス排出量と用紙類は局で一括管
理されており、電気については、施設ごとでの使用量の確認ができないこ
とから「施設別目標」は設定されていない。しかし、用紙類の施設別目標
は設定できるため、目標を定め使用量の把握を行うべきであると指導し
た。
【取組状況】目標に向けた日常業務における取組状況を聞き取るとともに､
施設内を回り確認した。施設内では環境配慮の取組みが適正になされてい
た。
節電に関し､空調の温度設定は適正､事務室の昼休みの消灯､廊下や便所・自
動販売機の不用照明の消灯の他､コピー用紙の裏面使用の他､リサイクル
ボックスへのごみの分別等も実施されていた。
【研修】N-EMS実施研修の受講対象者が172人と多数の中で､推進員・副推進
員が「業務習得」研修単位で多回数に亘り､直接研修を実施されており､環
境行動への積極的な取組みがうかがえた。
【文書管理】用意された関連文書の記載内容の確認を行った。
≪優良事項：１件≫
・研修
≪指導事項：１件≫
・「施設別目標（用紙類）」未設定
≪指摘事項：０件≫

（生涯学習センター）
　空調の温度設定ができない古い施設であるが、適切な管理標準が作成さ
れ、運用管理されていた。職員による、こまめな電源スイッチオフや裏紙
の利用など努力していた。また、当該施設は市民利用施設であり、利用す
る市民に対するごみの持ち帰り要請掲示や水道の節水ステッカーの貼付な
ど、環境に配慮していた。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：１件≫
　紙の再利用に関して、裏紙の利用は行われていたものの、雑紙用のリサ
イクル袋が用意されているにもかかわらず、可燃ごみの中には再生利用可
能な紙が含まれており、分別を徹底する必要がある。
≪指摘事項：０件≫

（福祉課）
　こまめなスイッチオフや紙の利用抑制などにより、適切な環境対策が取
られていた。研修については、対象者すべてが受講できるように、数回に
分けるなど工夫をして実施していた。公用車については、軽自動車のリー
スを実施するとともに、出張の際はできるだけ徒歩や電動自転車を利用す
るなど配慮していた。退庁時は、チェックリストを利用し誰でもチェック
できるよう工夫していた。
≪優良事項：１件≫
　コピー機のスイッチの近くに、「ワンボタン約２円也」という表示シー
ルを貼付し、職員がコピーをする都度、コスト意識を持たせることによ
り、コピー枚数の抑制を図る工夫が行われていたことは、評価できる。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

交通局

千種区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（市民課）
　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
意識し、取り組まれていた。
　中でも、目標に掲げている、「職員は特別な場合を除き、エレベーター
を使用しない。」は確実に実施されており、「スポット冷房は執務場所の
温度が２８℃以下の場合は使用しない。」については、各職員が意識して
取組をしており、他にも印刷機付近に節紙の周知など細かな環境へ配慮し
た行動を意識している。
　助言としては、「明るい場所で、執行に影響のない場所の照明は点灯し
ない。」と目標にあるが、一部は実施されているものの、業務上は難しい
ようであり、見直しを含め検討をしてはどうか。合わせて、一部蛍光灯を
間引きしていることから、出来ることは何かを分析し、実行している部分
は評価できる。
≪優良事項：１件≫
　所属内での情報の周知方法を工夫している。各職員が見やすい場所に掲
示板を設置し、各職員が意識的にその情報を見ることにより周知をする仕
組みが出来ている。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫
（生涯学習センター）
　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
意識し、また利用者の協力も含め、取り組まれていた。
　中でも、目標に掲げている、「エレベーターを利用しない」は確実に実
施されており、「ロビー展示していない間は、スポットライトは消灯す
る」はこれまでの省エネ活動をさらに意識した取組であると評価できる。
　また、生涯学習センターという多くの市民が利用する場所であるという
ことから、省エネ活動には協力が必要であることを念頭に、協力を呼び掛
けるために、わかりやすく気を引く掲示物を作成されており、評価できる
点である。
　助言としては、来夏の改修工事にて冷暖房が各利用室において操作が可
能になることから、電力量の増加の一因となる可能性があるため、利用者
に対する節電の啓発方法と点検などの管理方法をあらかじめ検討してはど
うか。
≪優良事項：１件≫
　利用者に対して協力を呼び掛けるためチラシが館内の随所に貼られてお
り、そのチラシが工夫されており、見やすいものとなっていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

北区

（総務課）
・節電、紙の再利用等について、実績表の掲示や、シール、節電の注意喚
起の表示により、職員への注意喚起を図っていた。
・研修方法について、当課ではｅ－ラーニングの後にアンケートを提出さ
せることにより、項目ごとの理解度を確認するやり方で、効果的に行われ
ていた。
・溶解ごみの発生量を各課に計量させ、毎月報告させることにより、庁舎
全体の意識づけと抑制の効果を高めていた。
○検討事項
　コンセントオフについて
　各機器の電源コードを整理して、業務上コンセントオフできない端末と
コンセントオフ可能な端末を分けて集約することで対応できないかなど、
より一層の実施に向けた検討を望みます。
　研修後のアンケートについて
受講者への意識付けをより一層高めるため、紙提出ではなく、データによ
る提出とできないか、検討を望みます。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

東区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

北区

（保健所）
・いずれの項目も概ね適正に実行されていた。
・節電、リサイクルなどについて、チラシやシール等を活用し、職員への
注意喚起を図っていた。
・研修については、受講者から意見感想等の提出を求めたり、職場ででき
るエコを議論するなど有効に行われていた。
○検討事項
　コピー使用量の増加原因の分析等はなされているが、リソグラフでの印
刷分なども含めた、用紙全体の使用量に対する、より有効な削減策の検
討・実施が望まれます。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫
（福祉課）
　概ね適切に運用されているが、以下の点の改善を求めたい。
・省電力に関して、来客が途切れない職場ではあるが、昼休みなどは部分
消灯に努められたい。
・紙使用量に関して、裏面使用など適切に対応されており、また、コピー
機での紙使用量の3年度分をグラフ化し視認性を高めているが、具体的な削
減数値を目標として設定されたい。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：１件≫
≪指摘事項：０件≫
（山田支所区民生活課）
　環境マネジメントシステムの運用は、おおむね適切に行われている。
　窓際の照明を極力使用しないなど、節電に取り組んでいるほか、窓に網
戸を取付け、外気を取り入れて夏季の空調使用を控えるなど、環境に配慮
した取組みが見られる。今後、電気使用量に反映されることが実証できれ
ば、さらに効果が期待できると思われる。
　ごみの分別、紙の再利用等は、適切に行われており、機密文書の保管状
況も良好であった。ただし、ごみ箱が多数設置されていたため、ごみを出
しやすい環境になっており設置個数を減らすことが必要と思われる。
　ただ、再生紙の使用については、使用枚数の実績を昨年度と比較してグ
ラフ化し表示するなど、紙の使用抑制への取組みに配慮していただきた
い。
　研修については、支所長が講師となり、係会等で全職員に対して実施さ
れており、実施報告書も作成、保管されていた。
≪優良事項：１件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：１件≫

中村区

（総務課）
　目標設定シートについては、２４年度から特に重点を置いた目標を設定
するなど工夫し、実情に合ったものとなっていることは評価できる。
　また、独自の取組として、トイレ灯や誘導灯のＬＥＤ灯への切り替え、
庁舎の壁面緑化などは評価できる。他に夏期の冷房停止時間を設けたこと
についても大きな効果が得られたことは評価でき、職員に過度の負担とな
らないよう継続的に実施できるよう今後の工夫が望まれる。
　研修実施記録簿は作成されていたが、未受講者に対するフォローについ
て記載がなかった。未受講者に対しても資料を配布し個別対応していたの
で、全職員に対して研修が実施されていることを示すうえでも記録したほ
うが良いと思われる。
≪優良事項：１件≫
≪指導事項：１件≫
≪指摘事項：０件≫

西区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

中村区

（生涯学習センター）
　目標設定シートについては、２４年度から特に重点を置いた目標を設定
するなど工夫し、お客様が利用する施設の特性を踏まえたものとなってい
ることは評価できる。
　自転車を活用し公用車の使用を極力減らしていることは評価できる。
　来館者への冷暖房適正利用の呼びかけ掲示をスイッチ付近に判りやすく
貼って注意喚起を行っていることは評価できる。
　ガソリン使用量や電気使用量などについて、グラフ化するなどの「見え
る化」を行うことにより、更なる環境配慮への取り組みのモチベーション
となると思われるので検討してみてはどうか。
　溶解処分用の紙蘇箱の中に裏面利用可能と思われる用紙が何枚か見受け
られたので、裏面利用可能かどうかを見極めて、利用可能な用紙を仕分け
の徹底を図られたい。
≪優良事項：１件≫
≪指導事項：２件≫
≪指摘事項：０件≫
（民生子ども課）
・区の目標には年度ごとの数値目標が設定されているが、課の目標は前年
度減としている。数値目標化しにくい項目もあるが、できるだけ数値目標
を掲げるように検討されたい。
・推進員及び副推進員が中心となり課の目標設定シートに基づき取り組ん
でいる。実施研修についても効果的に実施されており、引き続き職員の意
識向上に努められたい。
・用紙使用量のグラフ化・掲示、ＯＡ機器の省エネモード設定、照明の間
引き、ゴミの分別集中管理など身近な取り組みは定着しており評価でき
る。庁内ＬＡＮ（グループセッション）を活用した情報伝達により、さら
なるペーパーレス化に努められたい。
≪優良事項：１件≫
・ＰＣは全て省エネモードに設定済みであり、帰庁時のコンセントオフも
積極的に取り組んでいた。
　用紙類等の削減については、庁内のみならず民生委員への連絡にもリサ
イクル封筒を利用し、効果を上げていた。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫
（保険年金課）
・区の目標には年度ごとの数値目標が設定されているが、課の目標は前年
度減としている。数値目標化しにくい項目もあるが、できるだけ数値目標
を掲げるように検討されたい。
・推進員及び副推進員が中心となり課の目標設定シートに基づき取り組ん
でいるが、課全体として昨年度に比べ取り組みの意識が低いとの推進員の
評価である。推進員による実施研修を実施し、より一層の職員の意識向上
に努められたい。
・用紙使用量のグラフ化・掲示、ＯＡ機器の省エネモード設定、照明の間
引き、ゴミの分別集中管理など身近な取り組みは定着しており評価でき
る。実施状況の分析・評価を実施し、更なる工夫に努められたい。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：１件≫
・入門研修、実施研修ともイントラによる自習方式をとり受講の 終確認
がなされていない。会議等を活用し、推進員による研修の実施に努められ
たい。
≪指摘事項：０件≫

中区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（総務課）
≪優良事項：２件≫
・エレベーター使用の抑制を図るため「２アップ３ダウンの奨励」すると
ともに、来庁者向けに階段利用促進のＰＲポスターを各階の階段部分に掲
示している点は評価できる。
・公用車を普通自動車から軽自動車へ使用を切り替え、公用車の燃料の使
用量を大幅に削減したことは評価できる。
≪指導事項：２件≫
・離席時において、パソコンの節電が促進されるスリープモードの設定や
ディスプレイを閉じる等が徹底されていない。また、ＯＡ機器にシール
（節電スイッチオフ）が貼付されていない。
・通常使用してないテレビのコンセントオフがされていない。
≪指摘事項：０件≫
（生涯学習センター）
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：２件≫
・離席時のパソコンがスリープモードになっていないものが見受けられ、
省エネ（省電力）モードが未設定であった。
・昨年度のコピー用紙使用量やごみ排出量の実績があいまいであり、今年
度との比較が不可能であった。
≪指摘事項：０件≫
（まちづくり推進室）
　事務連絡については紙ベースでの回覧をせずメールにて一斉配信をした
り、多くの広報資料については紙ベースの資料だけでなくＰＤＦファイル
による資料配布を行ったり、決裁については電子決裁を活用し、紙使用量
の削減に努めている。なお、平成23年度の電子決裁の割合は47％であった
が、平成24年度は11月現在で49％と昨年よりもその割合が増加しており取
組みに効果が表れている。
昼休み消灯は昼窓口当番がいったんすべての蛍光灯を消して、来客対応時
に対応個所のみに点灯している。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫
（生涯学習センター）
　施設の利用目的により室内の設定温度を変えたり、外灯の点灯時間を日
の入りに合わせて設定している他、体育館利用者に対しては利用終了後直
ちに事務室に連絡をもらい、空調機等の電源を切るなど利用者からの協力
を得た効果的な節電に努めている。
コピー用紙数についてはコピー機前に毎月の実績を表示し、節約を促して
いる。
また、館内においては利用者用のごみ箱は設置しておらず、発生したごみ
については持ち帰りを指導している。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

熱田区

（総務課）
　区のN-EMS所管課として、環境に対する職員の意識は高く、また各課をよ
く指導している。
≪優良事項：２件≫
　設定目標を区政運営方針に掲げている。
　文書のＰＤＦ化について、係長会、担当者会、個別指導を実施してい
る。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

昭和区

瑞穂区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

熱田区

（民生子ども課）
　課の業務や執務環境にあわせた適切な目標設定がなされており、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。
≪優良事項：０件≫
≪指導事項：１件≫
　毎月のコピー使用枚数が前年の使用枚数と比較できるような表やグラフ
を、コピー機近くに掲示するとよい。
≪指摘事項：０件≫
（民生子ども課）
　今回の監査においてはおおむね適正に管理されている。詳細については
以下のとおりです。
≪優良事項：１件≫
・裏紙使用や縮小コピーを徹底し、今年度大幅に紙の使用量を削減した。
≪指導事項：２件≫
・研修時期を年度の早い時期に行うよう検討されたい。
・今年度車の所有台数増（２台）と緊急対応ケースの増加という理由はあ
るが、ガソリンの使用量が増加しているので、なお一層の削減努力を図っ
ていただきたい。
≪指摘事項：０件≫
（まちづくり推進室）
　今回の監査においてはおおむね適正に管理されている。詳細については
以下のとおりです。
≪優良事項：３件≫
・昨年度と今年度のコピー枚数を把握し、グラフ化をして、使用量削減に
努めている。
・電子決済率を高めた。（約６５％）
・区政協委員協議会の会議資料など学区との連絡用にエコバックを活用し
ている。
≪指導事項：１件≫
・今年度５年に１回という大規模な事業が理由ではあるものの、紙の使用
量が増加しているので、なお一層の削減努力を図っていただきたい。
≪指摘事項：０件≫
（総務課）
　今回の監査の結果は以下のとおりであった。
≪優良事項：３件≫
・ コピー枚数表示、1枚当たりのコピー代金表示、紙の使用量表示などで
「見える化」に取り組まれ、環境への配慮を職員に意識させている。
・ スポットクーラーの使用を抑制している。
・ 庁舎窓への遮熱フィルムの貼付（平成22年度）、ゴーヤによるグリーン
カーテンの設置に取り組まれている（１階東窓側、拡充予定）。
≪指導事項：２件≫
・ 紙の使用量が増加しており、電子決裁率も低下しているため、なお一層
の努力を図っていただきたい。
・ 各課における研修の実施状況、受講者の意見・要望について区全体とし
て把握されるべきである。
≪指摘事項：０件≫
（市民課）
　今回の監査の結果は以下のとおりであった。
≪優良事項：３件≫
・ 照明を一部LED化（窓口カウンター上部2列分、平成23年度）している。
・ スポットクーラーの使用を抑制している。
・ 庁舎窓への遮熱フィルムの貼付（平成22年度）、ゴーヤによるグリーン
カーテンの設置に取り組まれている（１階東窓側、拡充予定）。
≪指導事項：２件≫
・ 電子決裁率が低下しており、紙の使用量抑制のため、なお一層の努力を
図っていただきたい。
・ 各課における研修の実施状況、受講者の意見・要望について区全体とし
て把握されるべきである。
≪指摘事項：０件≫

中川区

港区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

（まちづくり推進室）
　全体的には、目標設定からその取り組みまで概ね良好に実施しているこ
とを確認した。今後も実態に即した目標設定や取り組みを進めていただく
ことをお願いしたい。
≪優良事項：１件≫
　執務室内のごみの集積場所を一カ所にまとめ、分別方法などを大きく表
示するなど目につきやすいように周知を図っている。
≪指導事項：１件≫
　コピー用紙等の使用量の削減については、全体の使用量を用紙の購入量
のみで管理しており、使用実態を把握しきれていないため、使用実数で管
理されることをお願いしたい。また、コピー機を総務課と共用で使用して
いるが、使用枚数把握に用いるカウンターも共用していると確認された。
これについても、それぞれで管理されるようお願いしたい。
≪指摘事項：０件≫
（民生子ども課）
　全体的には、目標設定からその取り組みまで概ね良好に実施しているこ
とを確認した。独自に目標設定を掲げているなど行動の推進への意欲も感
じられる。今後も実態に即した目標設定や取り組みを進めていただくこと
をお願いしたい。
≪優良事項：２件≫
　コピー機前に「節約」「20枚以上はリソグラフで」と大きく表示するこ
とにより、節減への意識を高めるとともに、コスト意識も感じられるよう
目に見える周知を図っている。
情報化推進課で管理する共有ファイルや職員情報システム内の掲示板を利
用、推進することにより、ペーパーレス化と情報共有を同時に行ってい
る。
≪指導事項：１件≫
　コピー用紙等の使用量の削減については、全体の使用量を用紙の購入量
のみで管理しており、使用実態を把握しきれていないため、使用実数で管
理されることをお願いしたい。
≪指摘事項：０件≫

守山区

（農政課）
　紙や電気など省エネルギーの取組みや職員研修がおおむね良好に実施さ
れており、ゴミの分別や車の使用などにおいては独自の取り組みもなされ
ていることは評価できる。
≪優良事項：３件≫
・分別ごみ箱がフロアごとに共有され、さらに減量への呼びかけの貼紙が
されていること。
・エアコンの吹き出し口に手製のルーバーを取り付けて、冷気・暖気を撹
拌していること。
・2キロ以内では公用車を使用しないように努め、ガソリン使用量の削減に
取り組んでいること。
≪指導事項：１件≫
・裏紙利用やコピー用紙の使用削減に向けた呼び掛けなどの貼出しをした
り、使用実績のグラフ化など、さらなる意識向上に努められたい。
≪指摘事項：０件≫

南区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

守山区

（民生子ども課）
　職員数に比して事務室が手狭で、職場環境が良いとはいえない中で、推
進員が率先して高い意識で省エネや分別に努めている。特に夏場は事務室
温度の上昇が推察されるため、１人ひとりのきめ細かな取組みと意識の向
上を求めたい。
≪優良事項：２件≫
・職員研修では、推進員が資料を作成するなど積極的かつ効率的な取り組
みを行い、回数も分けて全員に実施されている。
・コピー用紙使用量実績表はリソグラフ分ともあわせて棒グラフも用いて
作成されている。
≪指導事項：３件≫
・コピー用紙使用量実績表は、より見やすい位置に掲出して実質的に見え
る化を図っていただきたい。
・スポット冷暖房の使用量が不明なため、データなどを示して職員への啓
発に努められたい。
・パソコンにスイッチオフの表示を求めたい。
≪指摘事項：０件≫
（農政課）
　職場の実情に合った目標を設定しており、日常における取り組み状況も
概ね良好であり、環境配慮の意識が職員に浸透しているように見受けられ
た。
≪優良事項：２件≫
　退庁時にスイッチ付きコンセントでＯＡ機器のスイッチオフを実践して
おり、毎日チェック表で確認していた。
　パワーポイントで研修を行い、紙を一切使用しなかった。
≪指導事項：１件≫
　電気ポットは保温時にも電力を消費するので、買い替え時には保温時節
電タイプや電気で沸かして魔法瓶で保温するタイプのポットを購入するな
どより一層の節電対策を検討されたい。
≪指摘事項：０件≫
（生涯学習センター）
　利用者に部屋を貸し出すという性質のため、施設側の意向が利用者に押
し付けられない点が難しく、目標の達成にも困難が生じるという状況で
あった。
≪優良事項：２件≫
・貸室の設定温度が分かるので、著しく不適切な場合は、設定温度の変更
を利用者にお願いしている。
・貸室内に温度計を設置し、室温の状況を見えるようにして、温度設定の
適正化をお願いしている。
≪指導事項：１件≫
・OA機器の一部で、コンセントオフが実施されていなかった。
≪指摘事項：０件≫

名東区

（総務課・企画経理室）
　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
た。通常の施策に加え先進的な施策も実施されていた。
≪優良事項：２件≫
①紙ごみの処理の中で、通常の分別に加え雑紙（名刺大より小さな紙類）
のリサイクルボックスが設置され分別されている。
②グリーンカーテンの設置、遮熱フィルムの利用、照明のＬＥＤ化（講
堂、事務室の一部）、照明の間引き（事務室・ロビー）など実施してお
り、電気量は△２１％の実績であった。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫

緑区



局室区名 監査結果（優良・指導・指摘事項などの評価）

名東区

（福祉課）
　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
た。
≪優良事項：３件≫
　環境への取り組みは職員個々人の認識に負うところが大きいことから、
監査対象課においては、多くの職員がN-EMS研修を受講されるよう、2回に
亘り受講機会を設ける等配意されるほか、研修後、さらなる職員の意識定
着が図られるよう、朝礼等活用し、アナウンスされるなど工夫されてい
た。
　また、業務端末からの出力により、紙使用量が増えがちである業務特性
を把握し、コピー使用量の削減を図るため、コピー機―付近に毎月の使用
料の推移をグラフ化して示すほか、ミスプリントの防止を注意喚起するな
ど職員全体への意識啓発への取組みは出色である。
≪指導事項：０件≫
≪指摘事項：０件≫
（民生子ども課）
　職場の実情にあった目標を設定しており、日常における取り組み状況も
概ね良好であった。
　環境配慮の意識についても職員に浸透しているように見受けられた。
≪優良事項：２件≫
　パソコンに共有ホルダーを設けて紙の削減を行っている。
　コピー機の横に前年比較表を貼り職員に注意喚起している。
≪指導事項：１件≫
　研修については年度の早い時期に実施し、目標設定の周知、実効ある取
り組み内容について話し合うことが適切である。
　指摘とまではいえないが、電気ポットが２台常設されていたことから見
直し検討を依頼した。
≪指摘事項：０件≫
（福祉課）
　職場の実情にあった目標を設定しており、日常における取り組み状況も
概ね良好であった。
　環境配慮の意識についても職員に浸透しているように見受けられた。
≪優良事項：２件≫
　パソコンに共有ホルダーを設けて紙の削減を行っている。
　照明エリアが一目でわかるようスイッチのところに掲示してある。
≪指導事項：１件≫
　研修については年度の早い時期に実施し、目標設定の周知、実効ある取
り組み内容について話し合うことが適切である。
　指摘とまではいえないが、電気自転車の活用を増やすことを検討するよ
う依頼した。
≪指摘事項：０件≫

天白区



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

（安全衛生課）
　概ね現状を踏まえた目標設定を行ってい
るが、エレベータ使用の抑制や水道の適正
利用、公共交通機関・自転車の積極利用に
ついては、目標が設定されていなかった。
すでに取り組んでいたり、実績がわずかな
ものであっても、職員の意識づけの観点か
らも、注意喚起をするなどの目標を設定し
ていただきたい。

　エレベータの使用抑制、公共
交通機関の積極利用、水道の適
正使用について、目標設定を
行った。

平成２５年２月２７
日

　他所属へ公用車の貸し出しを行ってお
り、ガソリン使用量は他所属の利用状況に
よって左右されるという事情はあるもの
の、エコドライブの推奨や利用を 小限に
するよう利用所属に呼びかけるなど、管理
課としての取り組みを検討していただきた
い。
　
　ゴミの資源化量については、毎月同じ数
字が報告されていた。実績把握の仕方を見
直していただきたい。

　エコドライブの推奨の啓発資
料を他課の公用車利用者にも示
すこととした。

　

　環境監査の際にご確認いただ
いたとおり、新聞以外の古紙回
収量は比較すると非常に少ない
状況であるため、新聞の回収量
をベースに、文書溶解など特別
な事情があった場合のみに資源
化量を増やす取扱いをしてきた
ところであるが、今後は１束以
上の古紙回収があった際には回
収量を追加する取扱いとする。

平成２５年２月２６
日

平成２５年３月分よ
り

（財政部アセットマネジメント推進室）
　さらなる用紙類使用量の削減につなげる
ため、コピー用紙使用量の10％削減など積
極的に取り組んでいる項目について、課目
標の｢事業特性を考慮した独自の取り組み｣
として目標を設定すること。

　課目標の「事業特性を考慮し
た独自の取り組み」として、
「電子決済率の向上及び紙使用
量の削減」を目標に設定した。

平成２５年２月２８
日

（金山市税事務所）
　事務所単位で目標を設定しているが、効
果的な環境配慮を実施するためには、各課
ごとに環境目標を設定することが望まし
い。

　
　各課室ごとに目標を設定する
ようにし、意識向上に努める。
また、「２アップ３ダウンの奨
励（エレベーター使用の抑
制）」については障害をもつ職
員以外に対して注意喚起を行
う。

平成２５年４月

平成２５年３月

　コピー枚数について、各年度毎月の使用
量の表示が１階の管理課にしかなされてお
らず、２階３階のコピー機にはそのような
注意喚起の表示がなかった。

　ごみが可燃ごみと、不燃ごみにしか分別
されておらず、プラスチック容器包装、紙
製容器包装との分別がなされていない。事
業系一般廃棄物とは言え、紙製容器包装は
雑古紙として資源化し、プラスチック容器
包装は名古屋市役所環境行動計画２０２０
に沿って資源化するなど検討の余地がある
と思われる。また、コンビニ等で購入した
食品のごみは、コンビニ等に返すようにし
ているとの説明であったが、ごみ箱の中に
散見された。

　２階３階のコピー機付近に使
用量表示を行うことで注意喚起
を行う。

　紙製容器包装、プラスチック
容器包装を分別するようにし紙
製容器包装は雑古紙にプラス
チック容器包装は資源化できる
よう環境事業所と調整を図る。
　また、職員の持ち込みごみに
ついては、再度職員に周知し持
ち帰るよう注意喚起を行う。

平成２５年３月

平成２５年４月

総務局

財政局

改善措置等一覧



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

（広聴課）
　「市民の声」の他局への照会などについ
て、文書管理システムの活用などを検討す
ることで、紙使用量が極力外部の要因に影
響されないような取組が必要と思われる。

　「市民の声」の対応について
は、個人情報の取り扱いや、関
係資料が多数添付されている場
合のシステム容量上の対応など
の課題があり、これらを整理し
たうえで、検討する必要がある
と考える。

平成２５年度中に課
題整理のうえ検討

(中文化センター）
　印刷物の初期値を確認し、実態に即した
目標設定を検討されたい。

　基準となるH21年度実績の修正
について環境局、市民経済局企
画経理課と調整のうえ、基準
値・目標数値について修正を行
う。

平成２５年度４～５
月に実施予定

（環境科学調査センター）
　N-EMS職場研修に大気環境対策課所属の
嘱託員が入っていなかったので今後はこの
嘱託職員に対しても職員研修を実施された
い。

　
　平成２４年４月から組織変更
により嘱託員（アスベスト対
策）が他住所地より環境科学調
査センターへ配属された。嘱託
職員の管理は大気環境対策課が
行っており研修についても大気
環境対策課が実施しているもの
と考えていたためN-EMS研修から
はずしていた。
今後、毎年7月に研修を実施する
ときは所内全員を対象に実施す
ることにした。

平成２５年２月２６
日

(知的障害者更生相談所）
　設備のエネルギー管理に関して部分的に
定めた「管理チェックマニュアル」は作成
されていたが、エネルギーの使用の合理化
に関する基本方針等にそった、設備ごとに
運転及び保守・点検を定める管理標準とし
ては不十分なものであった。

　
　関係部署と必要な連絡調整を
行い、省エネ法に基づいた適切
な管理標準を速やかに作成す
る。

平成２５年度中

　
　設備のエネルギー管理に関して部分的に
定めた「管理チェックマニュアル」によ
り、事務室の空調温度の設定、空室の空調
停止などの取り組みは行われていたが、設
備ごとに運転及び保守・点検を定めた管理
標準にそって的確に運用管理を行う必要が
ある。

　省エネ法に基づいた適正な管
理標準の作成後、それに基づい
て設備ごとに運転及び保守、点
検を行う運用管理に改善する。

平成２５年度中

（子ども福祉課）
　共有スペースについては、N-EMS担当者
に限らず、誰でも自然にスイッチオフ行動
が行えるような工夫があると、よりエネル
ギー削減ができると思われる。

　共有スペースに設置してある
共有ポット及び共有で使用して
いるプリンターについて、節電
を呼びかけるシールを貼り、ま
た「使用しないとき、 後に退
室するときは電源を切りましょ
う」と呼びかける表示をして、
誰もが自然とスイッチオフを行
えるようにする。

平成２５年度中

（東志賀保育園）
　定期的に外部業者による点検を受けてお
り、各種設備について昨年度の使用量との
比較検討を行い、削減項目を洗い出し、省
エネに取り組んでいるが、より効率的な施
設管理ができるよう管理標準を整備する必
要がある。

　管理標準については、所管課
の保育運営課により公立保育所
分を一括して現在作成中である
が、整備され次第、速やかに管
理標準による効率的な施設管理
に努める。

平成２５年度中

市民経済局

環境局

健康福祉局

子ども青少年局



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

（名東土木事務所）
　電気・ガス・水道・コピー等の使用量を
グラフ化し掲示しているが、全てが束ねら
れており見づらくなっている。コピー使用
量はコピー機の傍に掲示するなどの工夫が
必要である。

　電気・ガス・水道の使用量の
グラフを重ねず分けて掲示す
る。
コピー使用量のグラフをコピー
機の傍に掲示する。

平成２５年３月

（議事課）
　平成２４年度の用紙類の目標設定シート
の作成において、自然増として処理すべき
ところをされていなかったため＋３５％と
大きな数値の増加になっていた。努力によ
る削減目標をより明確にするために、環境
局と協議し適正な目標設定シートに是正さ
れたい。

　環境局においては、来年度か
ら局目標設定に前年度の実績を
反映できるよう目標設定シート
の変更が検討されており、市会
事務局においても、努力による
削減目標をより明確にするよう
局目標の設定に努めます。

平成２５年度

　
　目標達成に向けた責任分担の明確化、進
捗状況の確認時期やこれに伴う職員への周
知・啓発等を定期的に実施されれば一層効
果的であると考えられることから検討され
たい。

　今年度より課別のコピー使用
量を把握できるようになり、各
課長を通じて朝礼等で啓発する
など、使用量削減の意識向上に
努めます。

平成２５年度

監査事務局

（監査第一課）
　平成２４年度の用紙類の目標設定シート
の作成において、実態に見合った局目標設
定とするよう環境局と協議されたい。

　
　環境局においては、来年度か
ら局目標設定に前年度の実績を
反映できるよう目標設定シート
の変更が検討されており、監査
事務局においても、実態に見
合った局目標の設定とします。

平成２５年度

（教育センター）
　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検討すること
を提案した。

　来年度、 低１名の職員がエ
コドライブマイスターを取得で
きるよう努める。

平成２５年度

（春日井浄水場）
　監査対象公所は、水道水をつくるための
施設である。当該施設の電力使用は、全体
の約98％程度がポンプなどの運転に伴うも
のである。このような設備機器は、主に配
水量により電力使用量が増減するため当該
公所で管理することは難しい。
　一方、事務所などの電力使用量について
は、施設の特性上、すべて事業系と分離し
て計測できないが、一部の施設について概
ね実績把握が可能である。
　当該公所においては、現状、環境目標の
設定にあたり公所全体として定めている。
今後、事業系と区分して概ね実績把握がで
きるオフィス系のものについては、可能な
限り事業系と区分して目標設定を行うなど
の対策を検討し、職員一人ひとりの環境意
識の高揚に努めていただきたい。

　上下水道局の浄水場や水処理
センターなどでは、系統別に設
置された電力モニターにより、
きめ細かく電力使用量を管理し
ており、春日井浄水場でもすべ
てオフィス系と事業系とを区別
できないが、オフィス系施設に
おける使用実績を概ね把握して
いる。
　当浄水場では、毎月「環境対
策会議」を開催し、電力使用量
の実績値を浄水場独自のエネル
ギー使用量報告書により確認す
るとともに、前年度と比較した
増減理由についても意見交換を
図っている。
　しかし、本報告書の様式はＮ
－ＥＭＳ報告に沿った全体での
エネルギー使用実績値に留まっ
ていたため、当該年度の目標や
進捗状況を認識しにくいもので
あった。
　そこで、当浄水場では電力モ
ニターにて把握できる範囲で、
オフィス系と事業系を区別した
浄水場独自の目標を掲げるな
ど、より職員一人ひとりの環境
意識の高揚を図れるような対応
を検討したい。

平成２５年度
環境目標設定後

市会事務局

上下水道局

緑政土木局

教育委員会事務局



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
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（鶴舞線運転区）
　用紙類の施設別目標を定め、使用量の把
握を行うこと。

　局のコピー用紙削減目標を基
に、鶴舞線運転区での削減目標
を定める。
　
　複合機の集計管理機能等を活
用して使用量を把握し、毎月の
使用量周知や裏紙使用の一層の
徹底等の取り組みを通じて、使
用量削減を図る。

監査後から実施

監査後から実施

（生涯学習センター）
　紙の再利用に関して、裏紙の利用は行わ
れていたものの、雑紙用のリサイクル袋が
用意されているにもかかわらず、可燃ごみ
の中には再生利用可能な紙が含まれてお
り、分別を徹底する必要がある。

　雑紙の取り扱いについて館内
において以下のとおり改善す
る。
①雑紙用のリサイクル袋をこれ
までより大きめのものに変更
し、回収しやすい場所に設け
る。
②事務所内の可燃ごみ回収容器
から、事業用可燃ごみ袋に入れ
る際にも、リサイクル可能な雑
紙が含まれていないか再確認す
る。
③雑紙用リサイクル袋で回収し
た再生可能な紙は他の古紙とと
もに、学区の古紙回収日（毎月
第１・第３日曜日）に搬出す
る。
④職員会議で雑紙リサイクルに
ついて全員に周知徹底する。

平成２５年２月１８
日より実施

（総務課）
・コンセントオフについて
各機器の電源コードを整理して、業務上コ
ンセントオフできない端末とコンセントオ
フ可能な端末を分けて集約することで対応
できないかなど、より一層の実施に向けた
検討を望みます。

　業務上支障のないプリンター
について、コンセントオフでき
ないか検討していきたい。

平成２５年度

・研修後のアンケートについて
受講者への意識付けをより一層高めるた
め、紙提出ではなく、データによる提出と
できないか、検討を望みます。

　研修実施の成果を確認するた
めのアンケートをデータでの提
出に改め、職員の紙使用量の削
減に対する意識付けを行いま
す。

平成２５年度

（保健所）
コピー使用量の増加原因の分析等はなされ
ているが、リソグラフでの印刷分なども含
めた用紙全体の使用量に対する、より有効
な削減策の検討・実施が望まれます。

　コピー等は裏紙再利用を徹底
するとともに電子データ利用を
促進して、用紙使用量の削減に
取り組む。
リソグラフでの印刷部数は昨年
度と比較して少し減っている
が、さらに削減が可能か検討
し、用紙使用量を必要 小限に
抑制する。

平成２５年３月

平成２５年３月６日

（福祉課）
　昼休み消灯の実施が困難とのことであっ
たが、可能な限りの部分消灯をお願いした
い。

　高齢者、障害者の来庁者が多
いが、事務に支障の出ない範囲
で実施します。

平成２５年２月１９
日から

　8日の使用については利用簿などで使用
を控えるよう注意喚起を図るなど更なる工
夫を求めたい。

　共用自動車予定表の「８日」
に「環境保全の日」と記入し、
注意喚起を図ります。

平成２５年度の予定
表から

交通局

千種区

北区



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

　コピー機付近に過去3年度の推移のグラ
フが掲示されており、前年度比の削減パー
セントなど数値目標を定めるなどするとよ
いものと思われる。

グラフに削減目標を記載しま
す。

平成２５年度から

（山田支所区民生活課）
再生紙の使用抑制について
　再生紙の使用実績については、手元資料
にとどまっており、課全体に周知されてい
ないと思われる。使用枚数の実績を昨年度
と比較してグラフ化し表示するなど、紙の
使用抑制への取組みに配慮していただきた
い。

　昨年5月の福祉業務拡充以降の
コピー使用枚数の実績をコピー
機付近にグラフ化して表示し、
職員に周知する。
　今年度の使用実績を踏まえ、
来年度の削減目標を設定する。

平成２５年２月２２
日

平成２５年３月下旬

（総務課）
　研修実施記録簿は作成されていたが、未
受講者に対するフォローについて記載がな
かった。未受講者に対しても資料を配布し
個別対応していたので、全職員に対して研
修が実施されていることを示すうえでも記
録したほうが良いと思われる。

　記録簿に記載をし、報告する
とともに、今後は未受講者への
対応についても記録することと
する。

平成２５年２月１４
日

（生涯学習センター）
　ガソリン使用量や電気使用量などについ
て、グラフ化するなどの「見える化」を行
うことにより、更なる環境配慮への取り組
みのモチベーションとなると思われるので
検討してみてはどうか。

　ガソリン使用量、電気使用量
等について、現状を把握し、今
後の環境に対しての活動の参考
にする。

随時実施

　処分用の紙蘇箱の中に裏面利用可能と思
われる用紙が何枚か見受けられたので、裏
面利用可能かどうかを見極めて、利用可能
な用紙を仕分けの徹底を図られたい。

　各職員が、紙蘇箱に入れる前
に裏面利用可能かどうかを確認
するとともに、廃棄時に、再度
中身を点検する。

随時実施

（保険年金課）
　入門研修、実施研修の取り組みの徹底 　イントラの自習方式の受講の

確認を行う。
平成２５年５月中

（総務課）
　離席時において、パソコンの節電が促進
されるスリープモードの設定やディスプレ
イを閉じる等が徹底されていない。また、
ＯＡ機器にシール（節電スイッチオフ）が
貼付されていない。

　情報化推進課による設定で、
５分経過後ディスプレイの電源
が落ちる設定となっており、一
定の省エネ効果は期待できま
す。ただし、長時間離席する場
合は、スリープモードの設定や
ディスプレイを閉じる等を心が
けるように指示しました。
また、OA機器にシールを貼付け
し、節電モードの徹底を強化し
ました。

平成２５年２月２０
日

　通常使用してないテレビのコンセントオ
フがされていない。

　当該テレビのコンセントオフ
をするとともに、今後も不使用
時のコンセントオフ徹底を図る
ため、主電源スイッチのところ
に当該趣旨を示すシールを貼付
けました。

平成２５年２月２０
日

（生涯学習センター）
　離席時のパソコンがスリープモードに
なっていないものが見受けられ、省エネ
（省電力）モードが未設定であった。

　離席時にはパソコンをスリー
プモードにするよう推進員から
職員に指示しました。
電力モードをバランスから省電
力に切替ました。ECOボタンのな
い機種については、省電力モー
ドと同等の設定に変更しまし
た。

平成２５年２月１９
日

昭和区

中区

西区

中村区



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

　昨年度のコピー用紙使用量やごみ排出量
の実績があいまいであり、今年度との比較
が不可能であった。

　コピー用紙使用量やごみ排出
量について、今年度より、より
正確に実態を把握するよう変更
したため、年度間の比較が困難
になりましたが、今後は改善後
の方法を続けていきます。

―

（民生子ども課）
　毎月のコピー使用枚数が前年の使用枚数
と比較できるような表やグラフを、コピー
機近くに掲示するとよい。

　コピー使用枚数について、当
年度の月別の使用枚数を前年度
の使用枚数と比較できる形式で
コピー機周辺に掲示し、職員の
削減意識を高めます。

平成２５年度から

（民生子ども課）
　研修計画により、適切に研修が実施され
ているか確認する。

　年度内に研修を行う予定で
す。

平成２５年２月１５
日

　ガソリンの使用料が増加しているので、
なお一層の削減の努力を図っていただきた
い。

　
　虐待等の緊急対応事案が増え
ている現状の中、削減の努力を
引き続き行います。

平成２５年２月１５
日

（まちづくり推進室）
　今年度５年に１回という大規模な事業が
理由ではあるものの、紙の使用量が増加し
ているので、なお一層の削減努力を図って
いただきたい。

　コピー枚数は減少し、電子決
裁率は向上しているので、この
点については継続的に取り組む
とともに、両面印刷、裏面印
刷、集約印刷、メールの活用を
さらに進め、紙の使用量を削減
させることについて、毎日実施
している朝礼において係員に周
知徹底した。

平成２５年２月２８
日

（総務課）
　紙の使用量が増加しており、電子決裁率
も低下しているため、なお一層の努力を
図っていただきたい。

　紙の使用状況について、昨年
度との対比が分かる様に使用枚
数の掲示を行い、見える化に取
り組んできましたが、より一層
職員への意識を高める為に、部
課長会等会議や係内での定期的
な供覧を通して紙の削減及び電
子決済率の向上に努めていきま
す。

平成２５年度

　各課における研修の実施状況、受講者の
意見・要望について区全体として把握され
るべきである。

　各課における研修の実施状況
等については港区N-EMS事務局に
て集約していきます。

平成２５年度

（市民課）
　電子決裁率も低下しており、紙の使用量
抑制のため、なお一層の努力を図っていた
だきたい。

　電子決裁率の向上について
は、職員への周知を職場会議等
で行い、可能な決裁について
は、電子決裁とし、紙の使用量
の抑制に取り組んでいきます。

平成２５年度

　各課における研修の実施状況、受講者の
意見・要望について区全体として把握され
るべきである。

　港区N-EMS事務局である総務課
と調整を行い、区全体で把握で
きるよう努めてまいります。

平成２５年度

熱田区

中川区

港区



局室区 環境監査所見（指摘又は指導事項等）
是正措置、改善措置又は改善方

針等
実施日又は実施期日

（まちづくり推進室）
　コピー用紙の削減について
コピー用紙の使用量を用紙の購入量で把握
しているため、使用実態を把握しきれてい
ない。

　２５年度よりコピー機にカウ
ンターが設置されるため、コ
ピー用紙の使用枚数を確実に把
握し、その削減に努めます。

平成２５年９月

（民生子ども課）
　コピー用紙等の使用量の削減について
は、全体の使用量を用紙の購入量のみで管
理しており、使用実態を把握しきれていな
いため、使用実績で管理されることをお願
いしたい。

　２５年度よりコピー機にカウ
ンターが設置されるため、コ
ピー用紙の使用枚数を確実に把
握し、その削減に努めます。

平成２５年１０月

（農政課）
　裏紙利用やコピー用紙の使用削減に向け
た呼び掛けなどの貼出しをしたり、使用実
績のグラフ化など、さらなる意識向上に努
められたい。

　使用削減に向けた啓発文を貼
出しや使用実績のグラフ化を
し、職員のさらなる意識向上に
努める。

平成２５年２月２６
日

（民生子ども課）
　コピー用紙使用量実績表は、より見やす
い位置に掲出して実質的に見える化を図っ
ていただきたい。

　指摘のとおり、コピー用紙使
用量実績表をより見やすい位置
に移動し、職員の注意喚起をす
るようにしました。

平成２５年２月２５
日

　スポット冷暖房の使用量が不明なため、
データなどを示して職員への啓発に　努め
られたい。

　当区ではスポット冷暖房用の
メーターは無いので、対応困難
です。

－

　パソコンにスイッチオフの表示を求めた
い。

　離席時スイッチオフのシール
を作成し、各職員のパソコンに
貼り、電気の節約につながるよ
うに注意喚起します。

平成２５年３月中

（農政課）
　電気ポットは保温時にも電力を消費する
ので、買い替え時には保温時節電タイプや
電気で沸かして魔法瓶で保温するタイプの
ポットを購入するなどより一層の節電対策
を検討されたい。

　現在、電気消費を 小にする
よう始業時、就業時に、スイッ
チのオン・オフの点検をしてお
ります。なお、買い替え時に
は、魔法瓶タイプのポットを購
入する予定です。

買換日未定

（生涯学習センター）
　OA機器の一部で、コンセントオフが実施
されていなかった。

　職場会議において、帰宅時に
おけるコンセントオフの励行に
ついて呼びかけました。

平成２５年２月２７
日

（民生子ども課）
　研修については年度の早い時期に実施
し、目標設定の周知、実効ある取り組み内
容について話し合うことが適切である。

　次年度は早期に研修を実施
し、目標設定の周知、実効ある
取り組み内容について話し合う
ように努める。

平成２５年度

（福祉課）
　研修については年度の早い時期に実施
し、目標設定の周知、実効ある取り組み内
容について話し合うことが適切である。

　次年度は早期に研修を実施
し、目標設定の周知、実効ある
取り組み内容について話し合う
ように努める。

平成２５年度

天白区

南区

緑区

守山区


