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１．目的  

 

 本業務は、富士市環境マネジメントシステム（以下「EMS」という。）がマニュアルどおりに運用

され、有効かつ妥当なものとなっているか確認することを目的として実施した。 
 

２．実施内容  

 

書類監査：富士市地球温暖化対策実行計画（事務事業編第二期計画）対象所属の温室効果ガス排出

量、エネルギー使用量、施設に適用される法令等について監査を行い、現地監査を実施

する所属の選定を行った。 

現地監査：EMS が適正に運用されていることを確認し、特に省エネルギー及び関係法令等について詳

細に確認を行った。 

 

３．実施対象  

 

書類確認対象：地球温暖化対策実行計画（事務事業編第二期計画）対象所属すべて 

現地監査対象：事務局及び 10 所属 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象所属 

警防課 

こども家庭課 

建築指導課 

廃棄物対策課 

丘小学校 

南幼稚園 

伝法まちづくりセンター 

博物館 

原田まちづくりセンター 

吉原第二中学校 

環境総務課（富士市EMS事務局） 
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４．日程等  

 

書類監査：令和元年 9 月 17 日（火）～9 月 20 日（金） 

現地監査：令和元年 10 月 16 日（水）、10 月 17 日（木）の 2 日間 

監 査 人： 坂東 誠 ・ 榎本 義雄 

 

令和元年度富士市環境マネジメントシステム環境監査日程表 

日時 監査対象所属 

10月16日（水） 
 9:30～10:00 警防課 

10:10～10:40 こども家庭課 

10:50～11:20 建築指導課 

11:30～12:00 廃棄物対策課 

13:40～15:00 丘小学校 

15:20～16:40 南幼稚園 

10月17日（木） 
 8:50～10:10 伝法まちづくりセンター 

10:30～11:50 博物館 

13:30～14:50 原田まちづくりセンター 

15:20～16:40 吉原第二中学校 

17:00～17:30 環境総務課（富士市ＥＭＳ事務局） 
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５．実施結果  

 

（１）書類監査 

 省エネ効果が見込まれる施設や、環境法令等の適用数が多い施設から、これまでの環境監査実績

及び部門ごとの偏りを考慮しながら、現地監査所属を 10 所属選定した。なお、選定は、以下の参

考書類に基づき、富士市地球温暖化対策実行計画（事務事業編第二期計画）の対象となる施設の温

室効果ガス、エネルギー使用量及び環境法令等の適用状況を確認し実施した。 
 【参考書類】 

富士市環境マネジメントシステムマニュアル【第 3 版】 

平成 30 年度 目標一覧表 

富士市地球温暖化対策実行計画（事務事業編第二期計画） 

平成 30 年度 施設別温室効果ガス排出量一覧表 

平成 30 年度 施設別エネルギー使用量一覧表 

令和元年度  所属・施設別適用法令一覧表 

平成 30 年度 富士市地球温暖化対策実行計画（事務事業編第二期計画）実績報告 

平成 30 年度 グリーン購入結果について 

 

 

（２）現地監査 

対象施設 

警防課、こども家庭課、建築指導課、廃棄物対策課、丘小学校、南幼稚園、伝法まちづくり

センター、博物館、原田まちづくりセンター、吉原第二中学校、環境総務課（富士市 EMS

事務局） 
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① 警防課 

概要 ・職員は、正規職員8名、臨時職員１名の計9名です。 

・警防担当と救急管理室の2部門があり、警防担当では事務、資機材管理、防火栓の維持

管理、消防車両の購入等、救急管理室では救急活動の管理のほか、地域の部会の運営

等、いずれも幅広く活動されています。 

・課独自のものでは、EOG等の化学物質の取り扱い等があります。 

・目標を自ら定め徹底した活動を行い、工夫や改善を図っており、エコ指導員のもと優れた

活動がされていると評価します。  
所見＆提案 ・環境研修について、上期は5/15、7/16に実施し、下期は10/15に実施しています。紙の 

使用量を取り上げ、自部門の使用状況を取り上げています。この中で振り返りを行い、月

毎に紙を使用する会議などを取り上げ、確認しています。これにより、計画書冊子のデー

タ処理化、救急対応に関する会議の電子会議化等の具体的な取り組みにつながってい

ます。また、印刷機に紙使用量のグラフを掲示する啓発の取り組みも併せて行うことで

20%減を達成中です。自部門の活動と環境負荷を関連付けたうえで、具体的な対象を定

めて対策を立てている点は、優れた活動と評価します。エコ指導員の計画や研修での振

り返りが良く、また、フィードバックがされているからと思われます。 

・紙使用量については、2018年度実績が前年に比べて増加した理由を定量的に捉えて目

標設定をしていけば、原因に直接対策が打てて効果的です。また、すでに高得点となっ

ている設備運用状況チェック表の紙使用量削減について、新たな目標の設定にもつなが

ります。 

・業務に必要な手順書類は作成・管理されています。PFOS含有泡消火剤等に係る手順 

書、救急業務に係る廃棄物管理手順書、滅菌器手順書を確認しました。また、マニフェス

トの管理も適切に実施されていることを確認しました。 

・設備運用状況チェック表の評点が高いです。活動が具体的で徹底できており、その自信

の表れであると思われます。 

・グリーン購入に関しては、消防総務課に一任とのことで、課では管理していませんでし 

た。 

・紙使用量以外でも、課独自に数値目標を策定していければ、継続的な改善が図れると 

思われます。また、行動目標を立てられたらなお良いです。1分間スピーチの取り組みに

環境活動も取り入れてみてください。  
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②こども家庭課 

概要 ・職員数22名で、子育て給付担当と児童家庭担当があります。 

・子育て給付担当は児童手当や一人親支援、児童家庭担当は子どもの相談全般や貧困

対策など、いずれも幅広い業務に取り組んでいます。  
所見＆提案 ・環境研修は5/24に実施され、21名（当時）全員が出席しています。 

・紙の枚数が増加していることを認識されており、こども医療費や生活実態調査などの新し

い業務の増加であろうとの推定はあるようですが、要因分析ができていません。その結

果、対策も紙の使用量削減を徹底するということのみになっています。新しい業務でどれ

だけ増加したのか、それは適正だったのかを判断するため、新しい業務を除いた分の対

前年増減はどうであったのかを分けて考察しないと改善の糸口がつかめません。 

・設備運用状況チェック表の点数が総じて低いです。なぜ低いのかを考えて、どうしても出

来ない要因があるのか、本来であればできるはずのものができていないのかを見極める

ことが必要です。できる対象を目標として徹底すれば、自信がつき点数も上がります。例

えばエコドライブは、きちんと「エコドライブ10のすすめ」を読んでみて、出来ることを確認

するなどが効果的です。 

・議論の中で同乗者がエコドライブのチェックをするというアイデアが出ました。電子会議も

活用したいとの意見も多いとのことでした。お互いのアドバイスや情報共有という点を大

切にするために、話し合いによる内部コミュニケーション強化も効果があります。 

・食品ロス削減に関して、子どもたちへの啓蒙活動を推進されています。本業で行う環境 

活動の良い事例と評価できます。例えば、外部（利用者、お父さんお母さん）へ発行して

いる冊子のひとつの話題として取り上げるなど、環境面の良い影響をさらに発揮してもら

いたいと考えます。また逆に、利用者から話を聞く機会の多い職場とのことですので、環

境の話題を拾い、市役所内へ発信ができると良いです。 

・グリーン購入は庶務担当者がチェックしながら実施しています。 

 

 



6  
 

③建築指導課 

概要 ・職員は、課長1名、審査指導担当5名、まちなみ整備担当9名の計15名です。 

・許認可、審査指導、街並み整備、耐震化促進等の事業を担当していますが、いずれも現

地業務が多いことや紙の使用量が多いことが特徴です。 

・紙の使用量が多いことを認識され、エコ指導員の指導のもと抑制の努力をされていま 

す。 

 

所見＆提案 ・環境研修は5/20に実施し、全員受講しています。市の前年度実績や本年度目標が話し 

合われています。エコ指導員が問題意識をお持ちで分析もされていることを考えると、研

修時間が10分ということは、短くてもったいないです。研修時間を長めに取りきちんと伝

えることをすると良いです。 

・紙の使用量が平均して年間6万7千枚と多く、かつ2018年度は対前年度2.5倍となったた 

め、増加の要因分析（業務の変化として、審査請求、ブロック塀撤去に関する問合わせ

増、及び第一回富士市広告景観賞2019の実施、の3つを挙げています。）を行い、60%減

の積極的な目標設定をしました。 

・エコ指導員は業務の変化をよく捉え、職員に働きかけをしていることがお話しの中から伺

えました。個々の業務ごとの目標に落とし込むと効果があがります。2019年上半期の実

績を確認してフィードバックしてください。できたこと、できなかったことをきちんとフィード

バックすることで、一つ一つ学び、自信をつけて、確かな行動ができるようになっていき

ます。 

・新しい業務などで増加せざるを得ないものについても、業務に則して〇枚、といった計画

を立てて実行することを検討してください。 

・紙の使用量が多い場合に、金額換算し、費用と捉えることも一つの考えです。 

・設備運用状況チェック表は 項目ごと点数の高低が大きいです。エコ指導員の評価は高 

いようですので、自己評価の低いものについては話し合ってみてはどうでしょうか。実施

が難しい理由があれば具体的な対策を検討する、あるいは何を努力するのかがわかっ

ていないのであれば、具体的な行動目標にする必要があります。「まずまず」、「まだま

だ」といったあいまいな評価になっているように思え、点数が上がらない、評価が分かれ

る原因と思えます。 

・グリーン購入は100%を継続中です。 
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④廃棄物対策課 

概要 ・職員は、正規職員9名、臨時職員1名の計10名です。 

・廃棄物対策担当と計画推進担当があります。 

・ごみの減量（特に食品ロス削減）促進活動など、市民の啓発に力を入れています。 

 

所見＆提案 ・環境研修は5/20に行われ、全員が出席しています。朝礼後の15分をあて、市の環境方 

針、EMS、グリーン購入および紙使用量削減目標について取り上げています。また、紙使

用量削減の観点から研修はシンクライアントを活用して行われています。また下期は監

査結果を伝える予定とのことです。研修内容を適確に選択されています。 

・紙の使用量の増加（2018年度は対前年度13%増加）の傾向を掴み、業務の変化から分 

析しています。具体的には、市民配布用ごみカレンダーが情報増加で両面となったこと、

印刷の両面スリム化が進んだこと、審議会対応、町内会対応などです。また、裏紙という

資源がなくなってきていると認識されています。次のステップとしては、印刷間違えの削

減を図りそのための確認手順の強化などを図るとのことです。紙削減の施策の実施状況

を把握して、次に必要なことを検討するという、PDCAサイクルの回る優れた活動と評価

できます。 

・グリーン購入は入力担当者として庶務担当があたっています。実施率100%にならず、購 

入希望者からの理由はそれぞれあるようですが、100%にしていくためにひとつひとつ、グ

リーン購入ができないか検討していく努力が求められます。 

・設備運用状況チェック表は、エコ指導員所見、エコ実行責任者とも「概ね良好」との感覚 

に留まっています。項目ごとの点数のバラツキも小さく、各職員による評価が、感覚の評

価（まだまだ、まずまず）に留まっているように感じられます。行動目標ですから、内容を

理解したうえで、実施すべきことを具体化して徹底することで、点数も上がるのではない

でしょうか。 

・EMS活動は全員参加の活動を展開することが重要です。全員参加の活動を更に推進す 

るために、研修会の充実や内部コミュニケーションの更なる充実を図られることを提案し

ます。 

・市民に対する啓発に力を入れています。廃棄物集積場現地の調査指導、あるいはエコク

ッキングを通じて買いすぎないことでゴミを出さないようにするなど、廃棄物の現場ある

いは上流での活動であり、本業の中で市民に影響を発揮する環境活動が出来ていると

評価できます。今後まだまだ廃棄物の多い事業者にも広げたいとのことでしたので、さら

なる活動を期待します。こうした実績を活用して、課が率先して役所内でのレベルアップ

をしてモデルを作っていけるのではないでしょうか。特に紙使用量削減では効果が大き

いと思います。  
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⑤丘小学校 

概要 ・教職員41名、28学級、児童数850名程度です。 

・ 「学び合い、きりひらく子」を学校教育目標とし、子ども同士の切磋琢磨を大切にしてい

ます。 

・地域との交流を大切にしています。また総合学習の中で環境に関連するテーマとして、

「だっくす食ん太くん」を使った生ごみ処理や、野菜作りにも取り組んでいます。 

・大きな学校であるので、先生と児童間のコミュニケーションを大切にしています。その結

果、プリント数、カラープリントも増えてしまっています。教育の中にICTの活用もし始めて

いるとのことです。 

・教頭先生がエコ指導員として率先して取り組まれています。予実管理（「予」算を執行

「実」績に基づいて管理すること）を環境研修に活かすなど、優れた活動が行われていま

す。 

 

所見＆提案 ・環境研修は今年度5/20、10/7に行われています。エコ指導員が、予算実績を入手し、コ

メントをつけて教材にし、なぜ予実がずれるか考えさせています。予算実績を管理して教

材として使用しており、毎年改善を図ることに繋がっている優れた活動が行われていると

評価します。（環境関連で予実管理が行われている職場を初めてみました） 

・紙の使用量が増加している認識はありますが、教材が80%であり、充実させているのでや

むを得ないと考えていました。一方で、いつまでも増えていってよいとは思っておらず、ど

こかで歯止めを掛けないと増える習慣がつくことを懸念しています。文科省のICTカリキュ

ラム等の動きも活かして、検討して良い線を見出したいとのことでした。現状を容認しつ

つも将来のあるべき姿を考えている点が評価できます。 

・LPGの使用量を意識されていないようです。使用先が給食室とのことですので、担当の 

職員に活動に参加してもらい、特にLPGの管理の役割を持ってもらい活動してください。 

・子ども同士の「影響しあい」を大事にしています。ゴミ拾いに関しても先生が率先すると、 

子どもは大人を見て動き出し、子どもの間でも連鎖するとのことでした。学校を生活の場

と捉え、学びを生活習慣に落とし込み、自ら率先する行動は大変良い環境活動と評価で

きます。 

・設備運用状況チェック表にエコ指導員の所見、エコ実行責任者の評価がありません。評 

価のフィードバックは重要ですし、エコ実行責任者と現状認識を交換する事にも役立ちま

すので記入してください。 

・グリーン購入は、事務職員に一任して管理されています。 

・フロン排出抑制法に基づく簡易点検は実施されています。今夏に新設された教室エアコ 

ン分も既に整備されています。 

・理科準備室の薬品の保管状況などは、問題ありません。 

・浄化槽法の要求事項（清掃、保守・点検、法定検査）は実施しているとのことでした。  
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⑥南幼稚園 

概要 ・職員8名（内3名特別サポート用務員）、児童数（年少～年長）29名です。 

・「みなみっこ」という託児所（15名）と建物を共有して運営しています。 

・“友達意識をしっかりもとう”を目標に、異年齢や地域との交流（例えば老人施設訪問）等

に取り組んでいます。  
所見＆提案 ・環境研修は4/26、5/24に行われ、下期は11/1に計画されています。研修記録が8名 

中5名分しかありませんでした。残り3名についても個別に実施しているとのことですの

で、記録は残してください。振り返り、次回の内容等、計画性のある研修を行うために必

要です。サポート用務員に対しては先生と同じ内容で研修を実施していないということで

すが、立場や役割が異なれば研修の内容やボリュームも変わって当然ですし、むしろそ

の違いをきちんと把握したうえで研修の内容を決めてください。 

・教室の照明は、年長になったら自分達で点消灯できるようにして習慣をつけさせており、

子供たちは声をかけあってできているとのことでした。園での生活を通じた学びのなかで

習慣づけられており、本業のプロセスに環境活動を織り込む、優れた活動と評価します。

ぜひエアコンなども対象に入れてください。 

・紙使用量、水使用量、電気使用量ともに2017年度と比較して2018年度は増加していま 

すが、ヒアリングの結果、いずれについても原因は明確ではありませんでした。感覚では

なく、月々の数値に基づいて振り返りをして対策を検討してください。電気や水はみなみ

っこと一緒（使用量は分けられていない）なので、実績値は共同で見ていくことが必要で

す。なお、2017年10月の増加分（みなみっこの開設による増加分）は各々の使用量が分

かる大切な資料ですので、両者が各々どれくらい使っているか認識してください。 

・研修に使用量実績を活用しているのは良いことですが、増加の理由があいまいなままに

なっています。変化をもっと大切にし、なんとなくの理由で済ませず、仮説で良いので原

因を立てて対策を実行してください。 

・グリーン購入は担当者を決めて実施されています。教材など対象品でないものも多いと 

のことですが、対象品か非対象品か確認の上、対象品は必ずグリーン購入品を買う、と

いう地道な作業を続けてください。 

・管理標準はひな形のコピーに留まっていました。園内にある設備ごと、ひな型の内容に 

ある観点で管理項目を整備し作成してください。 

・設備運用状況チェック表にエコ指導員の所見、エコ実行責任者評価がありません。評価 

のフィードバックは重要ですし、エコ実行責任者と現状認識を交換する事にも役立ちます

ので記入してください。 

・法令関係では、有害生物駆除管理（ペストコントロール）は適切に実施されていることを 

確認しました。各教室に設置されているエアコンをはじめ、対象となるエアコンの簡易点

検が実施されていることを確認しました。 
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⑦伝法まちづくりセンター 

概要 ・職員は3名、シルバー人材センターより3名（休日と夜間）です。 

・開館時間は8:30～21:30です。第3日曜日と祝日以外開館しています。 

・伝法地区は約12,000人、5,261世帯で、古くからある町内会ですが、工場、住宅分譲等で

新しい住民も多いとのことです。夏祭り（7月）、体育祭（9月）、文化祭(10月)等の催し物を

積極的に行っています。その他の講座では、高齢者向けの体操やものづくり、家庭向け

の各種体験教室など幅広く行っています。 

・現在の建物は平成24年に建てられた新しいものです。 

所見＆提案 ・環境研修は5/20に実施しており、職員4名全員（当時）が受講しています。下期は11/20 

に予定しています。内容は市の目標等の他、センターが独自に取り組んでいるエアコン

使用の適正化・デマンド抑制の取り組みについて話し合っています。 

・電気使用量はエアコンの比率が高いので、稼働率が高く広い多目的ホールでは事前に 

職員がエアコンを適正温度で運転し、各室使用状況は集中監視装置で確認する取り組

みが行われています。新しい装置の機能も活用されています。 

・グリーン購入は担当者のもと、確認が行われています。 

・管理標準はひな型のコピーがあるだけで、実質的な運用がされていません。センターに 

ある設備ごと、ひな型の内容にある観点で管理項目を整備してください。 

・エアコン室外機の簡易点検が行われていません。理由は屋上に上る事が危険（ベランダ

で脚立をたてて猿梯子（背かごなし）に乗り移り、かつ天蓋の鍵を開ける必要があります）

であるためです。現在の構造の根拠が不明ですが、床面から背かご付猿梯子に乗れ、支

障なく屋上に上れるような構造にすることが先決です。 

・電気使用量は利用者の使い方によるところが大きいので、職員による点検の他、利用者

への説明会で取り上げています。その場で「職員が点検している」ことを伝えているとのこ

とで、職員の本気度を伝えるうえで重要な事です。一方で、利用者説明会の書面には記

載がありません。利用者全員に少しでも多く伝わるように、記載をしてください。 

・紙の利用枚数に関してはフォローがされていません。理由は、利用者からの印刷依頼 

（有料）に対応するために枚数が増減してしまうからとのことでした。継続的な改善を図り

たいのは、内部の管理用資料などであり、これらは外部要因を除いたものですから、内部

外部で分けて使用枚数を管理する必要があります。 

・廃棄物は、隣接している伝法小学校内にあるゴミ置き場へ出しに行くとのことでした。セ

ンター内の一次置き場は分別等適正に配慮されています。 

・設備運用状況チェック表では、紙使用量の削減・裏紙使用の項目の点数が低いので裏 

面用紙トレイボックスを設置したとのことです。チェック結果を活用して、具体的な対策を

導入している点で評価できます。 

・今回監査では環境研修、グリーン購入、管理標準、電気使用、紙使用に関して確認しま 

した。電気の使用に関して、環境研修、利用者への説明および職員による使用状況 

の確認と幅広く取り上げられており、有効な活動がされていると評価します。 
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⑧博物館 

概要 ・職員は正規職員6名、臨時職員5名です。 

・本館・分館の管理および公園文化財エリアの日常管理を担当しています。（一部シルバ

ー人材センターも活用しています） 

・昭和56年開館。平成28年に大規模改修を行っています。 

・改修にあわせ、無料化、出入り口の2か所化等の改善に踏み切り、入館者増（年間1万人

→5万人）および合理化（現金取り扱い業務負担減）等の成果をあげています。視察者も

多いとのことでした。 

 

所見＆提案 

 

 

・環境研修は4/24に全員対象で、市目標の確認、前年度下期振り返りと気が付いたところ

やグリーン購入についての話し合い、5/24に同じく実績データについて、6/20には設備

管理者を対象に法令および点検対象の確認等が行われています（下期は10月を予定し

ています）。研修の内容は、自部門の状況を取りあげ、振り返りや話し合いがされている

こと、設備管理者向けに別途行い、全員一律でなく立場ごと対象を分けて必要な内容を

行っていること、また、管理者のコメントも良く書き込まれていることから、優れた研修内

容と評価できます。 

・グリーン購入は庶務担当者のもと、確認が行われています。 

・管理標準はひな型のコピーがあるだけで、実質的な運用がされていません。博物館にあ

る設備ごとに、ひな型の内容にある観点で管理項目を整備してください。例えば展示室と

収納庫では異なる管理がされているはずです。こうしたことをきちんと文書化することは、

適正な管理を継続するうえで重要です。 

・電気使用量は古いエアコンによるものが多く、かつ安定しないので温度を保つことすら苦

慮しているとのことです。来年度更新されるとのことですので、早期に安定な運用を目指

してください。 

・エアコンの温度設定などは利用者に影響するので難しいとのことですが、決して我慢や 

不愉快を強いるのではなく、利用者がより快適と感じる温度に維持（冷やしすぎない）す

ることでムダをなくすことや、職員の手間を省く（エアコンの機能活用や簡易自動化）こと

等、本業を改善するという観点で進めると良いです。実施済みの遮光や予定されている

照明のタイムスイッチ化等は有効な事例です。エアコンの温度設定も適正な温度を維持

するために、出入り口付近や窓のある部屋と、奥まった展示室では設定温度は変わって

きます。 

・環境法令に関してエアコンの簡易点検は適切に行われています。確認の〇印を記入す 

るだけでなく、気が付いた事や対応状況も記入しており、設備の履歴もわかる優れたもの

となっていますし、点検の内容が充実しています。有効な点検管理がされていると評価

できます。 

・廃棄物の一次置き場は決められており、表示もあり、分別されていますが、もう少し表示 

をわかりやすく表記したほうが良いです。設備運用状況チェック表の「Q13 廃棄物の削

減・再利用」の点数が他職場よりも低めな点も気になります。 



12 

 

・設備運用状況チェック表では、エコ指導員の所見欄が具体的で良いです。この中で、公 

共交通利用によるコストアップ、紙決裁の存在については正しい指摘ですが、一職場の

問題ではないので放置せず、事務局にフィードバックしてください。 
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⑨原田まちづくりセンター 

概要 ・職員は4名 シルバー人材センターより3名（休日夜間）です。 

・開館時間は8:30～21:30です。第3日曜日と祝日以外開館しています。 

・原田地区は湧水が多く、これを利用した古くからの工場や住宅街が多い一方で、三ツ沢 

地区など新しい住宅街もあり、高齢者向け軽運動やヨガの講座、1歳児の父母対象の講

座など、幅広く取り組んでいます。また最近では地域のお寺の協力で行われている朝の

座禅が好評とのことです。加えて地域の特徴を出すために地域の産品や人材を活かして

いくとのことです。 

・現在の建物、設備は古いものです。一方、エントランスの照明のLED化更新など、予算を

捻出して実施されています。 

 

所見＆提案 ・環境研修は5/30に実施し、職員4名全員が受講しました。その後育休に入った職員がい

たため、代理の職員にはセンター長が研修を行っています。内容は市の目標の他、2018

年度下半期電気、紙の使用量実績について振り返りを行っています。電気ではデマンド

計活用および取り組みを利用者に周知していること、紙は裏面使用しやすい置き場所に

設置したことが良かったと自己評価しています。自職場の活動を具体的に振り返る良い

研修が行われていると評価できます。 

・グリーン購入はエコ指導員のもと、確認が行われています。 

・管理標準がありませんでした。センターにある設備ごと、ひな型の内容にある観点で管 

理項目を整備し作成してください。 

・電気の使用について、デマンド計を活用した管理を行っています。また、室内に利用者 

向けにセンターの取り組みの説明と協力のお願いが貼ってあります。これにより設定温度

が緩和されているとのことです。利用者の理解を深め効果を上げている点で優れたもの

と評価できます。一方で、利用者説明会の書面には具体的な記載がありません。利用者

全員に少しでも多く伝わるように、記載してはどうでしょうか。 

・紙の使用量は3年前に増加があり、原因不明でしたが職場で使用量削減の徹底を決め、

裏面を使用しやすい工夫も行ったとのことです。 

・水の使用量が管理されていません。隣接の原田小学校から給水されているという事情か

ら、記録は残っているだけで増加傾向であることも認識されていませんでした。他職場同

様報告の対象として、使用量をチェックし活動に盛り込み改善を図ってください。 

・エアコンの簡易点検は実施されており、室外機の手入れもされています。ただ、古い設備

で汚れが取りきれていないようですし、古い冷媒(R22。2020をもって生産中止)も使われ

ているので、更新を検討ください（予定しているとのことです）。 

・設備運用状況チェック表では、紙の使用量削減が3点満点です。職場で使用量削減の徹

底を決め、裏面を使用しやすい工夫等具体的に取り組んでいる自信の表れと思われま

す。 
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⑩吉原第二中学校 

概要 ・教職員37名、18クラス、生徒数551名です。 

・創立71周年であり、学校教育方針として「自分を大切にそして仲間や地域を大切にでき

る二中生」を掲げています。部活やボランティア活動、気持ち良い挨拶などを大切にして

います。日本赤十字の活動にも協力しています。気づき考え実行することで、生徒たち

に落ち着きが生まれるとのことです。 

・地域を大切にする活動では、例えば田宿川の清掃活動などに取り組んでいます。また、

環境関連の取り組みとしてアルミ缶回収に取り組み、利益は地域に還元するべく今泉小

学校やお年寄りの施設に寄付しているとのことです。 

・ボランティアの参加が増えるとともに、学力も向上しているとのことです。  
所見＆提案 ・環境研修は記録簿が見当たらず、実施状況を確認できませんでした。職員会議で

取り上げたとのことですが、研修内容は事務局からの伝達に留まるようです。具

体的に研修内容を検討して、例えば使用量実績や設備運用状況チェック表を活か

し、振り返りや話し合いを行うなど実のあるものにしてください。立場の異なる

職員には必要な研修ないし情報伝達をしてください（例えば給食室のLPG）。また、

規定通り記録に残すことが必要です。 

・設備運用状況チェック表も2018年度下半期分が見当たらず、実施されたのかどう

か不明です。 

・エコ指導員交代の影響もあるようですが、年間計画をたててきちんと実行してい

くことが必要です。 

・グリーン購入は担当者を決め、運用されています。 

・管理標準がありませんでした。校内にある設備ごと、ひな型の内容にある観点で

管理項目を整備し作成してください。新設の各教室エアコンについても、管理方

法を定めてください。 

・電気や水の使用量実績が活かされていません。増減の理由などを推定して、改善

に活かしてください。 

・紙の使用量は削減を図るべく、負担なく裏紙の使用をしやすいよう用紙トレイを

設けたとのことです。各自の実行を促す具体的な良い事例と評価できます。 

・前回の自家用電気工作物の点検結果の中に、絶縁不良の屋外照明灯がありました

が、教育総務課の対応で電源を落とし安全を確保しています。適確な行動です。 

・理科準備室の薬品保管状況では、保有薬品のSDS（安全データシート）の保管掲示

がされていません。また、在庫管理は点検簿がありチェックはされていますが、

購入日付がなく、残量が分からず、現物の残量チェックはされていないようです。

これらの整備が必要です。 

・また理科準備室の5Sをしたほうが良さそうです。また高い棚に収納した場合、落

下防止のためにストッパーを掛けたほうが良いです。 
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⑪環境総務課（富士市ＥＭＳ事務局） 

概要 ・活動を重ねてきた結果、力をつけてきたエコ指導員がみられる一方、管理標準がいまだ

に機能していない（ないかひな型のまま）職場、設備運用状況チェック表の点数が低いま

まの職場が多くみられます。 

 良い点は水平展開などで共有していくこと、不足の部分はテコ入れ策を考えるなど、事

務局として行うべきことは多そうです。 

 昨年も指摘のある通り、活動を一方通行にせず、事務局からの手数を多くするようにして

ください。（これらについての詳細は、「総括」を参照ください） 

・「地球温暖化対策実行計画（事務事業編第二期計画）実績報告」は、市全体に関する活

動を評価するものですので、あいまいな表現で済ませず、要因分析をしっかり行い、評

価すべきところはしっかり行い、ほめること、さらにがんばることも伝えフィードバックして

いくようにしてください。 

 

所見＆提案 ・「地球温暖化対策実行計画（事務事業編第二期計画）実績報告」の目標達成／未達と今

後の目標の関連を明確にしてください。富士市環境マネジメントシステムでは年度単位

の目標（例えば電気使用量対前年1％減）を定めて取り組みを行っていますが、地球温

暖化対策実行計画における最終年度平成32年度（令和2年度）目標を達成できず不整

合になっています。この点は昨年度の監査で指摘があった通りです。 

 平成30年度報告でもこの点の記載および最終年度目標とのギャップの記載がありませ

ん。また、目標年度にも近いので次の目標にどう織り込んでいくかの記載も必要ではな

いかと考えます。(監査の際には別途会議資料で説明をいただきました) 

 

<1>地球温暖化対策実行計画実績報告書について、市の環境活動の骨格をなし、PDCA

改善サイクルのエンジンであるべきものとして、下記の点に改善の余地が多く見られま

す。 

1.結果判定がない 

 例）P3（1）電気使用量 削減値は達成か未達か 

2.要因分析がないまま記述が終わっている 

例）P3 （1）電気使用量 市長部局において施設の開設・移設に伴って使用量が増え

た・・・ 

改善ポイント：増加影響はどの程度か。その増加要因を除いて既存部局が１％削減した

としたら、それは良い評価を与えるべきではないでしょうか。(各職場は、自職場で１％削

減を目標としているのだから) 

3.あいまいな理由づけがされている 

 例）P3 （1）電気使用量 節電意識の定着により・・・平成29年度に比べ削減できた・・・ 

改善ポイント：節電意識が定着したとする根拠は何か、またそれが削減の理由とする根

拠は何か明記してください。 

4.評価がされていない 
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 例）P5 （6）公用車の燃料使用量 

   燃料使用量減少・・・・年間の走行距離が減少。 

改善ポイント：走行距離に見合って燃料が減っているのかどうか確認してください。もし

そうなら、良い結果として評価した記載をすべきではないでしょうか。走行距離を減らす

ために、設備運用チェック表で近くは徒歩、あるいは公共交通機関の利用があげられて

いるし、市全体でも仕事の効率化がされており、そうした要因によるものなら高く評価し

褒めることが、さらに推進したいという事務局の態度として希望を伝えるチャンスのはず

です。 

5.対策がわからない 

例）P4 （2）電気以外の燃料使用量 軽油 

改善ポイント：増加の原因が示されないまま、適切な管理を推進する、とあるが、不適

切な管理が原因か、だとすると何が不適切なのか、どうすれば適切になるのか等を記

載してください。（例えば操作標準書があるのにその通り行わないので使用量が増え

るとすれば徹底ないし操作がきちんとできる訓練が対策として挙げられます） 

１． 基準が変わり変化がトレースできず結果の評価ができていない 

   例）P4 （3）紙使用量 新規に事業を開始した所属・・・紙使用量が増加 

   改善ポイント：新規分の影響はどれだけか。新規分を除いたら対前年度並みに抑制

できているのか。仮に新規分を除いても増加なら、そのことは明記してください。現状

だと増加した言い訳を新規事業に押し付け、対前年度並みに抑制ができていない事

実が隠れてしまっています。グラフも新規事業を除いた場合があると望ましいです。 

例） （４）水使用量 施設の廃止や設備の撤去によって水の使用量が減 

改善のポイント 施設の廃止や設備の撤去で減った分以外では増減の結果はどうな

のか。もしこれら施設の廃止や設備の撤去がなかったら、その他は増加なのか、だと

すると、前年度並みに抑制するという目標は未達なのか。また、これら変化がわかるよ

うに、廃止施設や撤去設備を除いた場合もわかるようにしてください。あるいは、施設

の廃止や設備の撤去を水使用量削減の施策の一つとみるなら、要因は分けたうえで

成果としても良いです。 

例）P5 （5）ごみ排出量 

改善ポイント：水道庁舎がなくなった（総合庁舎内へ移転）ため、比較グラフは市庁

舎、消防防災庁舎のものもあるべき（遡って作成）であり、そのうえで減少かどうか判

断することが必要です。 

<2>内部監査等機能 

内部監査（あるいは、これに相当する監査等）を充実させて各組織の取り組みレベル

の温度差をなくすことにより全体の成果が更に向上すると思います。 

<3>SDGsと関連した活動 

現行の計画には、まだSDGｓの文言は含まれていないようですが、実際の活動には

SDGｓに関連した活動もあるような気がします。例えば17の目標のうち、目標No.3、4、

5、6、7、11などに関連した活動を取り込むことも検討されたらいかがでしょうか。 
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<4>その他 

 「簡易点検チェックシート」に「対応」・「備考」などといった欄を設けること

を推奨します。      
 



18  
（3）総合評価 

総括  

個別の職場ごとの評価のほかに、活動全体の総括として下記のとおり評価いたします。 

1.エコ指導員について 

  多くのエコ指導員に接しお話をお聞きしてきましたが、最近では良い動きをしている指導員さんが増え

てきたと感じます。具体的な目標づくりをしている指導員、職員に振り返りをさせ、評価を行いフィード

バックしている指導員、職員ごと役割を考え指導研修している指導員、率先垂範で周囲を巻き込んで

いる指導員などです。エコ指導員が力を入れているものは必ず良い結果を生んでいます。 

エコ指導の実力の差は大きいですので、良い指導員の事例を自ら発表してもらうなど、水平展開をは

かってはどうでしょうか。 

2.設備運用状況チェック表の理解度 

設備運用状況チェック表の点数が低い職場に、点数を上げる努力が少ないのではないかとの指摘

は、昨年までの監査でもあった通りです。 

点数の高低の要因として、「内容を理解しているか」「このためのルールが職場内で明確か」で差が出

ているとも考えています。 

   「内容を理解しているか」については、例えばエコドライブについて、「エコドライブ 10 のすすめ」を読

み合わせ理解していると、実施できていると判断できますが、これがないまま、「あなたの運転はエコ

ですか？」と聞かれても、基準もないので、「まずまず」、「まだまだ」という点数の付け方になって点数

は上がりません。「このためのルールが職場内で明確か」の項目については、例えばゴミ箱付近の分

別表示や 5S がきちんとできている職場は点数が高いようです。 

設備運用状況チェック表は個人の行動目標ですから、各自が自信を持てる環境づくりが大切です。 

3.目標づくりと振り返り・フィードバック、内部コミュニケーション 

数値目標づくりがされている職場は少ないですが、行動目標を決め、そのための工夫をしている職場

はいくつか見られます。例えば、裏紙の使用を促進するための、裏紙置き場の整備といった事例で

す。 

そのような職場では、実施した項目に関しての振り返りと評価やフィードバックを行ってください。納得

感と自信が得られ、活動が充実していきます。研修の内容を聞いてもそのような事例がないようです。

活動を一方通行にせず、継続的なものにしていくためにおすすめします。 

今後の活動の方向性として、内部コミュニケーション（双方向のコミュニケーション）の充実を図ること

が重要と考えます。 

目標を可能な限り定量化（数値化）することにより、PDCA サイクルは回しやすくなり、継続的改善が進

めやすくなるのではないかと考えます。現在は、実績を把握して原因を究明していますが、その次の

ステップアップにつながっていないように思われます。 

4.管理標準 

今年度も管理標準がない職場、あってもひな型のコピーのみの職場が多いです。エコ指導員や管理

者の認識も薄いようです。 

監査で毎年多くの指摘が出ています。ほとんどの職場で具備すべきもののはずですので、エコ指導員

研修できちんと指示すべきものと考えます。 
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5.内部監査ないし事後チェック 

昨年度も推奨されていることですが、内部監査等の機能強化を推奨します。 

毎年のこの監査だけでは実施数もしれています。毎年継続的になんらかのチェックが入らないと進展

が望めないと思います。 

 内部監査制度でなくても、毎年項目を決めた自己チェックでもよいですし、EMS 事務局によるフォロー

チェックといったことでも良いと思います。これだけ大きな組織ですから、内部監査あるいはこれに準じ

た監査を実施することにより、組織間の温度差もなくなり全体としての成果を上げやすくなるのではな

いかと思います。 
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