
Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

※環境管理推進員以外が作成した場合は，推進員名を記載の上，作成者名を（ ）内に記載

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

・勤務時間・勤務形態に関係なく全所属員が対象（休職中職員・出向職員は除く）。

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

8 名

0 名

理由

8 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

8 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

下半期あらたな研修対象外人数 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

研修未実施人数研修効果

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

備考

　　③ 漏えい防止措置，修理しないままの充填の原則禁止
　　　　・冷媒漏えいが確認された場合の点検，漏えい箇所の特定・修理。漏えい・故障を確認した場合は，修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止。

　　④ 点検等の履歴の保存等
　　　　・適切な機器管理を行うため，機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。
　　　　・機器整備の際に，整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）

「フロン排出抑制法」について
　フロン回収・破壊法が改正され，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）となりましたので，業務用（第一種
特定製品）のエアコン・冷蔵庫等フロンに係る設備を管理されている施設は内容を把握し，機器の点検及び記録簿作成等の環境管理に努めてください。

　【内容】
　　① 適切な場所への設置等
　　　　・機器の損傷等を防止するため，適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

　　② 機器の点検
　　　　・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。（3ヶ月に1回以上）
　　　　・一定の第一種特定製品について，専門知識を有する者による定期点検の実施。
　　　　　　法律上必要な定期点検の頻度（上記の簡易点検に加えて）

1年に1回以上

点検の頻度製品区分

エアコンディショナー

平成28年度Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ職場研修資料

環境マネンジメントのしくみの理解と，地球温暖化について認識を新たにできた。

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施し，「研修対象外」以外は受講してください。
・「研修対象外」とは，勤務形態は問いませんが，1日６時間未満勤務あるいは1ヶ月15日未満勤務のいずれかに該当する職員とします。

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

下半期に研修を行った人数

【 上半期 】

【 下半期 】

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

研修効果

各種資料名・内容

備考

各種資料名・内容

研修実施人数

上半期の研修対象外人数

・・・・・・・

環境管理推進員（作成者）

50kW以上の機器

・・・・・・・

提出日 平成29年4月5日

下
半
期

環境管理責任推進員

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

―

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

【下半期】

環境活動報告シート（平成28年度）

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器

7.5kW以上50kW未満の機器

定格出力

1年に1回以上

3年に1回以上

【上半期】

所属（課等） 文化振興課

連絡先（内線・外線） 6611

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

・・・・・・・

提出日 平成28年5月31日

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

当
初

環境管理推進員（作成者）

環境管理責任推進員 ・・・・・・・
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環境活動報告シート（平成28年度）

Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に評価を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力
・環境目標6～9は，本シートに数値を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【上半期】環境目標３に対する所属の結果

徹底している

良好な取組状態であるので，下半期も維持するよう努める。

【環境目標 2】

12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月

該当活動，設備等

上半期 下半期

適用法令等 遵守事項 規模，能力等

1

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2月 3月

破棄・廃止のみ

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

購入・導入のみ

活動・設備等の変更

活動・設備等の変更

変更前 変更後

【上半期】

【下半期】

変更前 変更後

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【上半期】環境目標１に対する所属の結果

現在の節電状態を維持するよう努める。

徹底している

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

現在の節電状態を維持するよう努める。

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの電源を切る

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【下半期】環境目標2に対する所属の結果

【環境目標 3】

パソコンディスプレイについては，ごくたまに消し忘れが見受けら
れるので注意していきたい。

【上半期】環境目標2に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

パソコンディスプレイの消燈について，ほぼ徹底されてきた。

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【下半期】環境目標３に対する所属の結果

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

良好な取組状態であるので，次年度も継続するよう努める。

該当なし

該当なし

該当なし
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環境活動報告シート（平成28年度）

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【下半期】環境目標７に対する所属の結果

92.1%

徹底されている

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

印刷物は全て再生紙使用。消耗品のほぼ全てをエコ製品購入としている。
良好な取組状態であるので，次年度も継続するよう努める。

　　【基準値】実施回数　　3回以上:「徹底されている」　2回:「もう少し努力できる」　1回:「より一層の努力が必要」　0回:「実施無し」

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 半期で行った回数を所属人数で除して整数で入力
　　　「半期で行った回数」　例：3人の所属で，Aが10回，Bが7回，Cが5回実施した場合は，22回
　　　「実施回数」　　　　　例：22（半期で行った回数）÷３（所属人数）＝８（実施回数：小数点以下切り上げ）

【環境目標 8】

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

1

【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

108

15.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　0.1％未満:「より一層の努力が必要」　0.1％以上10.5％未満:「もう少し努力できる」　10.5％以上:「徹底されている」

【下半期】環境目標6に対する所属の結果

【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

50.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

2

　※ 購入の個数に関係なく，1回の購入を1件と数える
　　【基準値】全物品購入件数に占めるエコ製品購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上3.7%未満:「もう少し努力できる」　３.７％以上:「徹底されている」

【環境目標 7】

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

良好な取組状態であるので，次年度も継続するよう努める。このままの水準を維持するよう努める。

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

事例は少ないものの取組成果が現れている。

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:物を大切に使う，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：必要な物だけ買う

【下半期】環境目標４に対する所属の結果

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

良好な取組状態であるので，次年度も継続するよう努める。

公用車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【下半期】環境目標５に対する所属の結果

徹底している

【環境目標 5】

25
【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期

 実施回数 → 32
徹底されている

 上半期
 実施回数 →

　※ 「公共工事担当課」のみ必修入力
　※ 本シートの「Ⅴ 施設設備等の点検」の件数と比例させる

【環境目標 9】

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

新課員にもノーカーデーの実施を周知していきたい。

【上半期】環境目標５に対する所属の結果

35

【上半期】環境目標４に対する所属の結果

チラシ，ポスターの印刷依頼を2回している，そのうち1件は再生紙印刷。
下半期で消耗品を購入する際，エコ製品を心がける。

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

徹底している

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

38
徹底されている

705

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

934
徹底されている

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

徹底されているが，下半期もこのままの水準（より一層の向上）を
目指す。

【環境目標 4】

【環境目標 6】

11.6%

徹底されている

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底されているが（割合が下がり気味なので）次年度は更なる改善を
要す。

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

106

車通勤以外の者の含まれているが，普段車通勤を行う者に対して啓
発を進めていきたい。

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

 下半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果 上半期
 作成枚数 →

3



環境活動報告シート（平成28年度）

Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力（キャビネット掲載の「緊急事態対応手順書」参照）
・対象所属が，「上半期」か「下半期」のどちらかで緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施状況を入力

実施人数 実　施　日

【下半期】

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

事業の完了

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

事業の停止

実施施策
詳細

実施施策

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

良好な取組状態であるので，次年度も継続するよう努める。

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境問題に対する関心を高めるため，部署メールの署名欄を活用し温暖化防止等環境に関するメッセージを掲載し送信する。

年間計画及び実施状況

施策

担当G

12月

実施

【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している

訓 練 効 果
名

備　　　考

【上半期】

実施人数 実　施　日

各種資料名

訓 練 内 容

実施 実施 実施 実施

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針

1月 2月 3月

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

実施 実施 実施

良好な取組状況であるが，下半期も徹底に努める。

実施 実施 実施 実施

該当なし

該当なし

該当なし
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環境活動報告シート（平成28年度）

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

該当なし 徹底できている。 該当なし
ほぼ徹底できているが，電子決裁に
ついては向上に努めたい。

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

該当なし 概ね徹底できている。 該当なし
全体的には概ね良好であるが，まだ
十分でないものについては更なる向
上のため徹底を図る。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

※環境管理推進員以外が作成した場合は，推進員名を記載の上，作成者名を（ ）内に記載

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

・勤務時間・勤務形態に関係なく全所属員が対象（休職中職員・出向職員は除く）。

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

5 名

0 名

理由

5 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

5 名

研修未実施人数 名

名

5 名

名

下半期あらたな研修対象外人数 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

所属（課等） 市民会館

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-0654

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年5月27日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

㈱パイオニアサービス三重・三重県舞台管理事業協同組合

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月5日

研修効果 実施した職員の環境への意識向上が図れた。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

【 下半期 】 ※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

㈱パイオニアサービス三重・三重県舞台管理事業協同組合

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施し，「研修対象外」以外は受講してください。
・「研修対象外」とは，勤務形態は問いませんが，1日６時間未満勤務あるいは1ヶ月15日未満勤務のいずれかに該当する職員とします。

【 上半期 】

各種資料名・内容 Suzuka-EMS研修 研修実施人数

備考

「フロン排出抑制法」について
　フロン回収・破壊法が改正され，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）となりましたので，業務用（第一種
特定製品）のエアコン・冷蔵庫等フロンに係る設備を管理されている施設は内容を把握し，機器の点検及び記録簿作成等の環境管理に努めてください。

　【内容】
　　① 適切な場所への設置等
　　　　・機器の損傷等を防止するため，適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

　　② 機器の点検
　　　　・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。（3ヶ月に1回以上）
　　　　・一定の第一種特定製品について，専門知識を有する者による定期点検の実施。
　　　　　　法律上必要な定期点検の頻度（上記の簡易点検に加えて）

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 Suzuka-EMS研修 下半期に研修を行った人数

研修効果 実施した職員の環境への意識向上が図れた。 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

　　④ 点検等の履歴の保存等
　　　　・適切な機器管理を行うため，機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。
　　　　・機器整備の際に，整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

　　③ 漏えい防止措置，修理しないままの充填の原則禁止
　　　　・冷媒漏えいが確認された場合の点検，漏えい箇所の特定・修理。漏えい・故障を確認した場合は，修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止。
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Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

破棄・廃止のみ

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

機器の所有者は，全ての第一種特定製品（業務
用冷凍空調機器）を対象に，3ヶ月に1回以上の
簡易点検（記録簿への記載及び保管も）を行わ
なければならない。

また，機器の出力規模によっては，専門家によ
る定期点検を受けなければならない。
（※各機器の詳細な種別，出力については
　　ネットフォルダ
　　 ＞12 Suzuka-EMS
　　 ＞第一種特定製品各施設保有状況を参照）

業務用空調機器 9台

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器      【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以
上

1台（15kw）
3年に1回以上

○

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は充填量を入力。充填がない場合は「充填なし」に○を入力。）
充填量（t）
（3月入力）

　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量（CO2(ｔ)）

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

事象なし 該当なし 該当なし

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。実施した場合は入力。未実施の場合は空欄）
　※簡易点検に上乗せ

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

事象なし 点検 事象なし 事象なし 事象なし 点検 事象なし 点検 事象なし

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

空調機器 楽屋系統（応接室）１台

順守 該当なし 該当なし

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

冷蔵庫
①事務所（CCI2F2）
②舞台事務所（不明）

上半期 下半期

3

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

テレビ（ブラウン管式）
①事務所１台

②楽屋A/B/C/D各１台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

4

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

5

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条

規則で定める規模以上の駐車場を管理する者
は、当該駐車場を利用する者が自動車等を駐車
する場合において、看板、放送、書面等によ
り、当該自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。面積500㎡以上又は
駐車台数40台以上

駐車場 150台，209台（臨時）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

6

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１２条の２第２項

事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬され
るまでの間、環境省令で定める技術上の基準
（以下「特別管理産業廃棄物保管基準」とい
う。）に従い、生活環境の保全上支障のないよ
うにこれを保管しなければならない
（特別管理産業廃棄物保管基準（抜粋））①周
囲に囲いが設けられていること。②見やすい箇
所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられ
ていること。(1)縦及び横それぞれ六十センチ
メートル以上であること。(2)次に掲げる事項を
表示したものであること。(ｲ）特別管理産業廃
棄物の保管の場所である旨（ﾛ）保管する特別管
理産業廃棄物の種類（ﾊ）保管の場所の管理者の
氏名又は名称及び連絡先③保管の場所から特別
管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に
浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲
げる措置を講ずること。④保管の場所には、ね
ずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発
生しないようにすること。⑤特別管理産業廃棄
物に他の物が混入するおそれのないように仕切
りを設けること等必要な措置を講ずること。⑥
容器に入れ密封すること。（腐食を防止するた
めに必要な措置，高温にさらされないために必
要な措置を講ずること）

使用済ポリ塩化ビフェニル使用安定器（コ
ンデンサ）

―

上半期 下半期

7

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１２条の２第６項，第７項

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ず
る事業場を設置している事業者は、当該事業場
ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃
棄物の処理に関する業務を適切に行わせるた
め、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなけ
ればならない

使用済ポリ塩化ビフェニル使用安定器（コ
ンデンサ）

―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

8

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別措置法第８条

事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分す
る者は、毎年度、環境省令で定めるところによ
り、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び
処分の状況に関し、環境省令で定める事項を都
道府県知事に届け出なければならない。

使用済ポリ塩化ビフェニル使用安定器（コ
ンデンサ）

―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

9

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法　第６条

ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施
設を設置しようとするときは、環境省令で定め
るところにより、次の事項を都道府県知事に届
け出なければならない○氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ○事
業場の名称及び所在地○ばい煙発生施設の種類
○ばい煙発生施設の構造○ばい煙発生施設の使
用の方法○ばい煙の処理の方法／前項の規定に
よる届出には、ばい煙発生施設において発生
し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化
物若しくは特定有害物質の量又はばい煙発生施
設において発生し、排出口から大気中に排出さ
れる排出物に含まれるばいじん若しくは有害物
質（特定有害物質を除く。）の量及びばい煙の
排出の方法その他の環境省令で定める事項を記
載した書類を添附しなければならない
【伝熱面積が10平方メートル以上であるか，又
はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間
当たり５０リットル以上のボイラー（ばい煙発
生施設）】
①ばい煙に係る排出基準／K値規制　１４．５
／ばいじん　0.10ｇ/Ｎm3／窒素酸化物　１
50ｐｐｍ

ガス焚吸収冷温水発生機（都市ガス）
1台（／伝熱面積：23.2㎡／バーナー燃焼能

力：68.3ℓ/ｈ／排出ガス量：1386Ｎ㎥/ｈ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

10

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

9



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法第１１条

届出をした者は、その届出に係る第六条第一項
第一号（○氏名又は名称及び住所並びに法人に
あつては、その代表者の氏名 ○事業場の名称及
び所在地○ばい煙発生施設の種類○ばい煙発生
施設の構造○ばい煙発生施設の使用の方法○ば
い煙の処理の方法）若しくは第二号（添付書類
に記載したばい煙量やばい煙濃度の量等）に掲
げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、
その日から三十日以内に、その旨を都道府県知
事に届け出なければならない
【伝熱面積が10平方メートル以上であるか，又
はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間
当たり５０リットル以上のボイラー（ばい煙発
生施設）】
①ばい煙に係る排出基準／K値規制　１４．５
／ばいじん　0.10ｇ/Ｎm3／窒素酸化物　１
50ｐｐｍ
②ばい煙濃度の測定／ばいじん　５年に１回以
上／窒素酸化物　年２回以上

ガス焚吸収冷温水発生機（都市ガス）
1台（／伝熱面積：23.2㎡／バーナー燃焼能

力：68.3ℓ/ｈ／排出ガス量：1386Ｎ㎥/ｈ）

上半期 下半期

11

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 測定 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法第１３条，第１６条

（第１３条）ばい煙発生施設において発生する
ばい煙を大気中に排出する者（以下「ばい煙排
出者」という。）は、そのばい煙量又はばい煙
濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排
出基準に適合しないばい煙を排出してはならな
い／（第１６条）ばい煙排出者は、環境省令で
定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係
るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果
を記録しておかなければならない
【伝熱面積が10平方メートル以上であるか，又
はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間
当たり５０リットル以上のボイラー（ばい煙発
生施設）】
①ばい煙に係る排出基準／K値規制　１４．５
／ばいじん　0.10ｇ/Ｎm3／窒素酸化物　１
50ｐｐｍ
②ばい煙濃度の測定／ばいじん　５年に１回以
上／窒素酸化物　年２回以上

ガス焚吸収冷温水発生機（都市ガス）
1台（／伝熱面積：23.2㎡／バーナー燃焼能

力：68.3ℓ/ｈ／排出ガス量：1386Ｎ㎥/ｈ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

12

1月 2月 3月

順守 順守 順守 測定 順守 順守 順守 順守 順守 測定 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例第４４条

火を使用する設備又はその使用に際し，火災の
発生のおそれのある設備のうち，次に掲げるも
の（省略（補足事項参考））を設置しようとす
る者は，あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない
【届出が必要な火災の恐れのある設備】（抄）
○据付面積２㎡以上の炉○ボイラー又は入力７
０kw以上の給湯湯沸し設備○内燃機関による発
電設備(固定して用いるもの）○高圧又は特別高
圧の変電設備（全出力５０kw以下のものを除
く）○蓄電池設備

ガス焚吸収冷温水発生機（都市ガス）
1台（／伝熱面積：23.2㎡／バーナー燃焼能

力：68.3ℓ/ｈ／排出ガス量：1386Ｎ㎥/ｈ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

13

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第５条

指定地域内に特定工場等を設置している者は、
当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなけれ
ばならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が
７．５kw以上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（商業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ／
８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：００
～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：０
０　５５ｄＢ

空冷ヒートポンプパッケージエアコン送風
機

１台（原動機の定格出力58Kw）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

14

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

10



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第６条

指定地域内において工場又は事業場（特定施設
が設置されていないものに限る。）に特定施設
を設置しようとする者は、その特定施設の設置
の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令
で定めるところにより、次の事項（○氏名又は
名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名○工場又は事業場の名称及び所在地○
特定施設の種類ごとの数○騒音の防止の方法○
その他環境省令で定める事項）を市町村長に届
け出なければならない／前項の規定による届出
には、特定施設の配置図その他環境省令で定め
る書類を添附しなければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が
７．５kw以上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（商業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ／
８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：００
～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：０
０　５５ｄＢ

空冷ヒートポンプパッケージエアコン送風
機

１台（原動機の定格出力58Kw）

上半期 下半期

15

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第８条，第１０条

（第８条）第六条第一項の規定による届出をし
た者は、その届出に係る第六条第一項第三号又
は第四号に掲げる事項（○特定施設の種類ごと
の数○騒音の防止の方法）の変更をしようとす
るときは、当該事項の変更に係る工事の開始の
日の三十日前までに、環境省令で定めるところ
により、その旨を市町村長に届け出なければな
らない。ただし、同項第三号に掲げる事項（○
特定施設の種類ごとの数）の変更が環境省令で
定める範囲内である場合又は同項第四号（○騒
音の防止の方法）に掲げる事項の変更が当該特
定工場等において発生する騒音の大きさの増加
を伴わない場合は、この限りでない／（第１０
条）第六条第一項の規定による届出をした者
は、その届出に係る第六条第一項第一号若しく
は第二号に掲げる事項（○氏名又は名称及び住
所並びに法人にあつては、その代表者の氏名○
工場又は事業場の名称及び所在地）に変更があ
つたとき、又はその届出に係る特定工場等に設
置する特定施設のすべての使用を廃止したとき
は、その日から三十日以内に、その旨を市町村
長に届け出なければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が
７．５kw以上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（商業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ／
８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：００
～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：０
０　５５ｄＢ

空冷ヒートポンプパッケージエアコン送風
機

１台（原動機の定格出力58Kw）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

16

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第４４条

火を使用する設備又はその使用に際し，火災の
発生のおそれのある設備のうち，次に掲げるも
の（省略（補足事項参考））を設置しようとす
る者は，あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない
【届出が必要な火災の恐れのある設備】（抄）
○据付面積２㎡以上の炉○ボイラー又は入力７
０kw以上の給湯湯沸し設備○内燃機関による発
電設備(固定して用いるもの）○高圧又は特別高
圧の変電設備（全出力５０kw以下のものを除
く）○蓄電池設備

非常用自家発電装置
発電出力：200KｖA／発電方式：ディーゼル
機関／使用燃料：軽油／全出力：200KW／定

格容量：150AH／貯蔵量：100ℓ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

17

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

11



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法　第１７条の3の3

防火対象物の関係者は、当該防火対象物におけ
る消防用設備等又は特殊消防用設備等につい
て、総務省令で定めるところにより、定期に、
当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつ
ては消防設備士免状の交付を受けている者又は
総務省令で定める資格を有する者に点検させ、
その他のものにあつては自ら点検し、その結果
を消防長又は消防署長に報告しなければならな
い
６ヶ月毎の機器点検／１年毎の総合点検

非常用自家発電装置
発電出力：200KｖA／発電方式：ディーゼル
機関／使用燃料：軽油／全出力：200KW／定

格容量：150AH／貯蔵量：100ℓ

上半期 下半期

18

1月 2月 3月

順守 順守 順守 点検 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例　第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休止し，
若しくは廃止し，又は現に休止しているその使
用を再開しようとするときは，当該使用者は，
あらかじめ，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようとするとき
も，同様とする

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

19

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

概ね出来た 概ね出来た

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの電源を切る

【上半期】環境目標2に対する所属の結果 【下半期】環境目標2に対する所属の結果

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 平成29年2月から12月末迄工事中

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に評価を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力
・環境目標6～9は，本シートに数値を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【上半期】環境目標１に対する所属の結果 【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

概ね出来た 概ね出来た

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:物を大切に使う，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：必要な物だけ買う

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

概ね出来た 概ね出来た

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【上半期】環境目標３に対する所属の結果 【下半期】環境目標３に対する所属の結果

【上半期】環境目標４に対する所属の結果 【下半期】環境目標４に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

概ね出来た 概ね出来た

12
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公用車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【上半期】環境目標５に対する所属の結果 【下半期】環境目標５に対する所属の結果

該当しない 該当しない

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【環境目標 5】

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　0.1％未満:「より一層の努力が必要」　0.1％以上10.5％未満:「もう少し努力できる」　10.5％以上:「徹底されている」

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

8
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

4
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

7.2% 3.7%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

111

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

107
もう少し努力できる

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

　※ 半期で行った回数を所属人数で除して整数で入力
　　　「半期で行った回数」　例：3人の所属で，Aが10回，Bが7回，Cが5回実施した場合は，22回
　　　「実施回数」　　　　　例：22（半期で行った回数）÷３（所属人数）＝８（実施回数：小数点以下切り上げ）

　　【基準値】実施回数　　3回以上:「徹底されている」　2回:「もう少し努力できる」　1回:「より一層の努力が必要」　0回:「実施無し」

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

委託業務契約の締結や保守点検結果等紙で保管する件数が占めてい
るため，電子決裁の割合が限定されいる。その中でも常に意識を
持って実施していきたい。

改修工事に伴う申請書類や総会資料等紙で保管する件数があり，常に
意識は前期と同様に持って実施していきたい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

　※ 購入の個数に関係なく，1回の購入を1件と数える
　　【基準値】全物品購入件数に占めるエコ製品購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上3.7%未満:「もう少し努力できる」　３.７％以上:「徹底されている」

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

0
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

0
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

物品見積依頼による購入が無い 物品見積依頼による購入が無い
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

0

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

0

今後も引き続き取り組んでいきます。 業種及び職員数から厳しい状況ですが，心掛ける様にはします。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

　※ 「公共工事担当課」のみ必修入力
　※ 本シートの「Ⅴ 施設設備等の点検」の件数と比例させる

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 6

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 実施なし

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境問題への取り組みや関心を高めるため，ポスター等を掲示して市民への周知を行う。
全館内の水道止水栓を絞り水道使用量及び使用料金の削減。 空調施設の節約運転。

年間計画及び実施状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ポスターの掲
示/水道止水栓

該当なし 該当なし

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果 【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

ポスターの掲
示/水道止水栓

ポスターの掲
示/水道止水栓

ポスターの掲
示/水道止水栓

ポスターの掲
示/水道止水栓

ポスターの掲
示/水道止水栓

ポスターの掲
示/水道止水栓

ポスターの掲
示/水道止水栓

ポスターの掲示/
水道止水栓

ポスターの掲
示/水道止水栓

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

市民会館一斉受付民館利用者に対し，環境保護について意識を持っ
ていただけるよう，ポスターの掲示にも工夫している。

市民会館一斉受付民館利用者に対し，環境保護について意識を持って
いただけるよう，ポスターの掲示にも工夫している。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力（キャビネット掲載の「緊急事態対応手順書」参照）
・対象所属が，「上半期」か「下半期」のどちらかで緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施状況を入力

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【下半期】

実施人数 実　施　日 平成28年11月7日（月），平成29年1月30日（月）

9 名

各種資料名 鈴市館第173号　鈴鹿市民会館自衛消防訓練　　　　　　　　鈴管第926号　鈴鹿市職員消防訓練

訓 練 内 容 通報・消火・避難誘導・総合訓練

訓 練 効 果 避難意識の強化を図る事が出来た。

備　　　考

該当なし
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Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

遵守を図っています。
館内で，取り組める環境方針
に対する環境目標を設定し
て，実施している。

館内のドア等に節電及び冷暖房
中の掲示をして利用者に協力を
呼びかけている。

事務所内の節電は定着しています
が，イベントでのお客さんに対して
は限界があるため，苦情の出ない範
囲での節電等に努めている。

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

遵守を図っています。
館内で，取り組める環境方針
に対する環境目標を設定し
て，実施している。

館内のドア等に節電及び冷暖房
中の掲示をして利用者に協力を
呼びかけている。

事務所内の節電は定着しています
が，イベントでのお客さんに対して
は限界があるため，苦情の出ない範
囲での節電等に努めている。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

※環境管理推進員以外が作成した場合は，推進員名を記載の上，作成者名を（ ）内に記載

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

・勤務時間・勤務形態に関係なく全所属員が対象（休職中職員・出向職員は除く）。

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

14 名

1 名

理由

14 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

4 名

研修未実施人数 1 名

4 名

0 名

1 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

所属（課等） 文化会館

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-8111

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年5月31日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

休職中のため。

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

（公財）鈴鹿市文化振興事業団

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月9日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・（・・・・・・・）

提出日 平成29年4月5日

研修効果
受講により，EMS取組の必要性や現状を学ぶことができ，環境への意識が
高まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（休職中） 上半期の研修対象外人数

備考

【 下半期 】 ※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

休職中のため。

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

（公財）鈴鹿市文化振興事業団

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施し，「研修対象外」以外は受講してください。
・「研修対象外」とは，勤務形態は問いませんが，1日６時間未満勤務あるいは1ヶ月15日未満勤務のいずれかに該当する職員とします。

【 上半期 】

各種資料名・内容 平成２８年度Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ職場研修資料 研修実施人数

備考

「フロン排出抑制法」について
　フロン回収・破壊法が改正され，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）となりましたので，業務用（第一種
特定製品）のエアコン・冷蔵庫等フロンに係る設備を管理されている施設は内容を把握し，機器の点検及び記録簿作成等の環境管理に努めてください。

　【内容】
　　① 適切な場所への設置等
　　　　・機器の損傷等を防止するため，適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

　　② 機器の点検
　　　　・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。（3ヶ月に1回以上）
　　　　・一定の第一種特定製品について，専門知識を有する者による定期点検の実施。
　　　　　　法律上必要な定期点検の頻度（上記の簡易点検に加えて）

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 下半期に研修を行った人数

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（休職中）

　　④ 点検等の履歴の保存等
　　　　・適切な機器管理を行うため，機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。
　　　　・機器整備の際に，整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

　　③ 漏えい防止措置，修理しないままの充填の原則禁止
　　　　・冷媒漏えいが確認された場合の点検，漏えい箇所の特定・修理。漏えい・故障を確認した場合は，修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止。
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Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

破棄・廃止のみ

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

機器の所有者は，全ての第一種特定製品（業務
用冷凍空調機器）を対象に，3ヶ月に1回以上の
簡易点検（記録簿への記載及び保管も）を行わ
なければならない。

また，機器の出力規模によっては，専門家によ
る定期点検を受けなければならない。
（※各機器の詳細な種別，出力については
　　ネットフォルダ
　　 ＞12 Suzuka-EMS
　　 ＞第一種特定製品各施設保有状況を参照）

業務用空調機器 ５台

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

順守 順守 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。実施した場合は入力。未実施の場合は空欄）
　※簡易点検に上乗せ

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器      【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以
上

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は充填量を入力。充填がない場合は「充填なし」に○を入力。）
充填量（t）
（3月入力）

　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量（CO2(ｔ)）

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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環境活動報告シート（平成28年度）

○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

機器の所有者は，全ての第一種特定製品（業務
用冷凍空調機器）を対象に，3ヶ月に1回以上の
簡易点検（記録簿への記載及び保管も）を行わ
なければならない。

また，機器の出力規模によっては，専門家によ
る定期点検を受けなければならない。
（※各機器の詳細な種別，出力については
　　ネットフォルダ
　　 ＞12 Suzuka-EMS
　　 ＞第一種特定製品各施設保有状況を参照）

冷水機 1台／ホール前／R12

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器      【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以
上

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は充填量を入力。充填がない場合は「充填なし」に○を入力。）
充填量（t）
（3月入力）

　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量（CO2(ｔ)）

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 廃棄済み

該当なし 該当なし 該当なし

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。実施した場合は入力。未実施の場合は空欄）
　※簡易点検に上乗せ

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 該当なし 該当なし 該当なし

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

空調機器 ５台

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

テレビ（ブラウン管式） 2台

上半期 下半期

順守 順守 順守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

冷蔵庫 5台

上半期 下半期

5

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

洗濯機 １台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第５条・8条

（5条）自動車の所有者は、自動車をなるべく
長期間使用することにより、自動車が使用済自
動車となることを抑制するよう努めるととも
に、自動車の購入に当たってその再資源化等の
実施に配慮して製造された自動車を選択するこ
と、自動車の修理に当たって使用済自動車の再
資源化により得られた物又はこれを使用した物
を使用すること等により、使用済自動車の再資
源化等を促進するよう努めなければならない
（自動車所有者の責務）

（8条）自動車の所有者は、当該自動車が使用
済自動車となったときは、引取業者に当該使用
済自動車を引き渡さなければならない

文化振興事業団所管
H16アクティ１台，Ｈ26ステップワゴン1

台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条

規則で定める規模以上の駐車場を管理する者
は、当該駐車場を利用する者が自動車等を駐車
する場合において、看板、放送、書面等によ
り、当該自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。面積500㎡以上又は
駐車台数40台以上

駐車場（第１，第2，第3）
第1／74台／1,675㎡，第2／54台／

1,552㎡，第3／42台／1,076㎡

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

19



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第４４条

火を使用する設備又はその使用に際し，火災の
発生のおそれのある設備のうち，次に掲げるも
の（省略（補足事項参考））を設置しようとす
る者は，あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない
【届出が必要な火災の恐れのある設備】（抄）
○据付面積２㎡以上の炉○ボイラー又は入力７
０kw以上の給湯湯沸し設備○内燃機関による発
電設備(固定して用いるもの）○高圧又は特別高
圧の変電設備（全出力５０kw以下のものを除
く）○蓄電池設備

非常用自家発電装置

（発電出力／300KｖA）（発電方式／ディー
ゼル機関）（使用燃料／重油）（全出力／

240KW）（定格容量／150AH）（貯蔵量／
390ℓ）

上半期 下半期

10

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法　第１７条の3の3

防火対象物の関係者は、当該防火対象物におけ
る消防用設備等又は特殊消防用設備等につい
て、総務省令で定めるところにより、定期に、
当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつ
ては消防設備士免状の交付を受けている者又は
総務省令で定める資格を有する者に点検させ、
その他のものにあつては自ら点検し、その結果
を消防長又は消防署長に報告しなければならな
い
６ヶ月毎の機器点検／１年毎の総合点検

非常用自家発電装置

（発電出力／300KｖA）（発電方式／ディー
ゼル機関）（使用燃料／重油）（全出力／

240KW）（定格容量／150AH）（貯蔵量／
390ℓ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

11

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第５条

指定地域内に特定工場等を設置している者は、
当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなけれ
ばならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が
７．５kw以上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（商業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ／
８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：００
～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：０
０　５５ｄＢ

エアーハンドリングユニット送風機・冷却
塔

送風機（AHU－1／15Kw）（AHU－2／
7.5Kw）（AHU－6／7.5Kw）

冷却塔（CT－1／7034940KJ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

12

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第６条

指定地域内において工場又は事業場（特定施設
が設置されていないものに限る。）に特定施設
を設置しようとする者は、その特定施設の設置
の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令
で定めるところにより、次の事項（○氏名又は
名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名○工場又は事業場の名称及び所在地○
特定施設の種類ごとの数○騒音の防止の方法○
その他環境省令で定める事項）を市町村長に届
け出なければならない／前項の規定による届出
には、特定施設の配置図その他環境省令で定め
る書類を添附しなければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が
７．５kw以上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（商業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ／
８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：００
～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：０
０　５５ｄＢ

エアーハンドリングユニット送風機・冷却
塔

送風機（AHU－1／15Kw）（AHU－2／
7.5Kw）（AHU－6／7.5Kw）

冷却塔（CT－1／7034940KJ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

13

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法第８条，第１０条

（第８条）第六条第一項の規定による届出をし
た者は、その届出に係る第六条第一項第三号又
は第四号に掲げる事項（○特定施設の種類ごと
の数○騒音の防止の方法）の変更をしようとす
るときは、当該事項の変更に係る工事の開始の
日の三十日前までに、環境省令で定めるところ
により、その旨を市町村長に届け出なければな
らない。ただし、同項第三号に掲げる事項（○
特定施設の種類ごとの数）の変更が環境省令で
定める範囲内である場合又は同項第四号（○騒
音の防止の方法）に掲げる事項の変更が当該特
定工場等において発生する騒音の大きさの増加
を伴わない場合は、この限りでない／（第１０
条）第六条第一項の規定による届出をした者
は、その届出に係る第六条第一項第一号若しく
は第二号に掲げる事項（○氏名又は名称及び住
所並びに法人にあつては、その代表者の氏名○
工場又は事業場の名称及び所在地）に変更があ
つたとき、又はその届出に係る特定工場等に設
置する特定施設のすべての使用を廃止したとき
は、その日から三十日以内に、その旨を市町村
長に届け出なければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が
７．５kw以上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（商業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ／
８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：００
～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：０
０　５５ｄＢ

エアーハンドリングユニット送風機・冷却
塔

送風機（AHU－1／15Kw）（AHU－2／
7.5Kw）（AHU－6／7.5Kw）

冷却塔（CT－1／7034940KJ）

上半期 下半期

14

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

水質汚濁防止法第１４条の2

特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物
質又は油を含む水が当該特定事業場から公共用
水域に排出され、又は地下に浸透したことによ
り人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお
それがあるときは、直ちに、引き続く有害物質
又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための
応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事
故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事
に届け出なければならない／貯油施設等の破損
その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油
事業場等から公共用水域に排出され、又は地下
に浸透したことにより生活環境に係る被害を生
ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油
を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の
措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状
況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け
出なければならない
【特定施設】（水質汚濁）
し尿処理施設（建築基準法施行令第三十二条第
一項の表に規定する算定方法により算定した処
理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除
く。）
【指定地域特定施設】
建築基準法施行令 （昭和二十五年政令第三百三
十八号）第三十二条第一項 の表に規定する算定
方法により算定した処理対象人員が二百一人以
上五百人以下のし尿浄化槽
【貯油施設等】
重油，灯油，軽油等を貯蔵する貯油施設／重
油，灯油，軽油等を含む水を処理する油水分離
施設

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタンク
（サービスタンク200ℓ／重油）（地下タンク

本体6000ℓ／重油）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

15

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法　第１１条

製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする
者は、政令で定めるところにより、製造所、貯
蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造
所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号
に定める者（消防本部及び消防署を置く市町村
の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所
当該市町村長）の許可を受けなければならな
い。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又
は設備を変更しようとする者も、同様とする。
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第３石油類（重油）
非水溶性液体　2,000L

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタンク
（サービスタンク200ℓ／重油）（地下タンク

本体6000ℓ／重油）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

16

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

21



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法　第１２条の6

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又
は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の
用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町
村長等に届け出なければならない
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第３石油類（重油）
非水溶性液体　2,000L

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタンク
（サービスタンク200ℓ／重油）（地下タンク

本体6000ℓ／重油）

上半期 下半期

17

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法　第１４条の3の2

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有
者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯
蔵所又は取扱所について、総務省令で定めると
ころにより、定期に点検し、その点検記録を作
成し、これを保存しなければならない
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第３石油類（重油）
非水溶性液体　2,000L

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタンク
（サービスタンク200ℓ／重油）（地下タンク

本体6000ℓ／重油）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

18

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市危険物規制規則　第４条

製造所等の所有者，管理者又は占有者(以下「所
有者等」という。)は，当該製造所等において，
次に掲げる事項（○設置者の氏名又は住所(法人
にあっては，その名称，代表者の氏名及び主た
る事務所の所在地)○危険物の貯蔵又は取扱いの
方法○製造所等の着工又は完成期日を３月以上
遅延すること）を変更するときは，危険物製造
所等変更届出書(第５号様式)により市長に届け
出なければならない。
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第３石油類（重油）
非水溶性液体　2,000L

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタンク
（サービスタンク200ℓ／重油）（地下タンク

本体6000ℓ／重油）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

19

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

危険物の規制に関する政令　第13条第
5項

地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術
上の基準は、次のとおりとする／（第５項）地
下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところ
により、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所であ
る旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項
を掲示した掲示板を設けること
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第３石油類（重油）
非水溶性液体　2,000L

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタンク
（サービスタンク200ℓ／重油）（地下タンク

本体6000ℓ／重油）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

20

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

22



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第４６条

指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物
を貯蔵し，又は取り扱おうとする者は，あらか
じめ，その旨を消防長に届け出なければならな
い／前項の規定は，同項の貯蔵及び取扱いを変
更又は廃止する場合について準用する
【指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険
物貯蔵所】
危険物の指定数量
○第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L
○第３石油類（重油等）
非水溶性液体　2,000L

地下タンク貯蔵所／オイルサービスタンク
（サービスタンク200ℓ／重油）（地下タンク

本体6000ℓ／重油）

上半期 下半期

21

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第４４条

火を使用する設備又はその使用に際し，火災の
発生のおそれのある設備のうち，次に掲げるも
の（省略（補足事項参考））を設置しようとす
る者は，あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない
【届出が必要な火災の恐れのある設備】（抄）
○据付面積２㎡以上の炉○ボイラー又は入力７
０kw以上の給湯湯沸し設備○内燃機関による発
電設備(固定して用いるもの）○高圧又は特別高
圧の変電設備（全出力５０kw以下のものを除
く）○蓄電池設備

油楚吸収式冷温水発生器
使用燃料（重油）／伝熱面積（23.3㎡）／バー

ナー燃焼能力（91.5ℓ/ｈ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

22

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法　第６条

ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施
設を設置しようとするときは、環境省令で定め
るところにより、次の事項を都道府県知事に届
け出なければならない○氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ○事
業場の名称及び所在地○ばい煙発生施設の種類
○ばい煙発生施設の構造○ばい煙発生施設の使
用の方法○ばい煙の処理の方法／前項の規定に
よる届出には、ばい煙発生施設において発生
し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化
物若しくは特定有害物質の量又はばい煙発生施
設において発生し、排出口から大気中に排出さ
れる排出物に含まれるばいじん若しくは有害物
質（特定有害物質を除く。）の量及びばい煙の
排出の方法その他の環境省令で定める事項を記
載した書類を添附しなければならない
【伝熱面積が10平方メートル以上であるか，又
はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間
当たり５０リットル以上のボイラー（ばい煙発
生施設）】
①ばい煙に係る排出基準／K値規制　１４．５
／ばいじん　0.10ｇ/Ｎm3／窒素酸化物　１
50ｐｐｍ
②ばい煙濃度の測定／ばいじん　５年に１回以
上／窒素酸化物　年２回以上

油楚吸収式冷温水発生器
使用燃料（重油）／伝熱面積（23.3㎡）／バー

ナー燃焼能力（91.5ℓ/ｈ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

23



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法　第１１条

届出をした者は、その届出に係る第六条第一項
第一号（○氏名又は名称及び住所並びに法人に
あつては、その代表者の氏名 ○事業場の名称及
び所在地○ばい煙発生施設の種類○ばい煙発生
施設の構造○ばい煙発生施設の使用の方法○ば
い煙の処理の方法）若しくは第二号（添付書類
に記載したばい煙量やばい煙濃度の量等）に掲
げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、
その日から三十日以内に、その旨を都道府県知
事に届け出なければならない
【伝熱面積が10平方メートル以上であるか，又
はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間
当たり５０リットル以上のボイラー（ばい煙発
生施設）】
①ばい煙に係る排出基準／K値規制　１４．５
／ばいじん　0.10ｇ/Ｎm3／窒素酸化物　１
50ｐｐｍ
②ばい煙濃度の測定／ばいじん　５年に１回以
上／窒素酸化物　年２回以上

油楚吸収式冷温水発生器
使用燃料（重油）／伝熱面積（23.3

㎡）／バーナー燃焼能力（91.5ℓ/ｈ）

上半期 下半期

24

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

大気汚染防止法　第１３条，第１６条

（第１３条）ばい煙発生施設において発生する
ばい煙を大気中に排出する者（以下「ばい煙排
出者」という。）は、そのばい煙量又はばい煙
濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排
出基準に適合しないばい煙を排出してはならな
い／（第１６条）ばい煙排出者は、環境省令で
定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係
るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果
を記録しておかなければならない
【伝熱面積が10平方メートル以上であるか，又
はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算１時間
当たり５０リットル以上のボイラー（ばい煙発
生施設）】
①ばい煙に係る排出基準／K値規制　１４．５
／ばいじん　0.10ｇ/Ｎm3／窒素酸化物　１
50ｐｐｍ
②ばい煙濃度の測定／ばいじん　５年に１回以
上／窒素酸化物　年２回以上

油楚吸収式冷温水発生器
使用燃料（重油）／伝熱面積（23.3㎡）／バー

ナー燃焼能力（91.5ℓ/ｈ）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

25

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例　第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休止し，
若しくは廃止し，又は現に休止しているその使
用を再開しようとするときは，当該使用者は，
あらかじめ，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようとするとき
も，同様とする

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底している。環境目標を意識し下半期も引き続き実施に努める。 徹底している。環境目標を意識し来年度も引き続き実施する。

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの電源を切る

【上半期】環境目標2に対する所属の結果 【下半期】環境目標2に対する所属の結果

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に評価を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力
・環境目標6～9は，本シートに数値を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【上半期】環境目標１に対する所属の結果 【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底している。環境目標を意識し下半期も引き続き実施に努める。 徹底している。環境目標を意識し来年度も引き続き実施する。
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徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底している。環境目標を意識し下半期も引き続き実施に努める。 徹底している。環境目標を意識し来年度も引き続き実施する。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:物を大切に使う，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：必要な物だけ買う

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【上半期】環境目標３に対する所属の結果 【下半期】環境目標３に対する所属の結果

公用車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【上半期】環境目標５に対する所属の結果 【下半期】環境目標５に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底している。環境目標を意識し下半期も引き続き実施に努める。 徹底している。環境目標を意識し来年度も引き続き実施する。

【上半期】環境目標４に対する所属の結果 【下半期】環境目標４に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底している。環境目標を意識し下半期も引き続き実施に努める。 徹底している。環境目標を意識し来年度も引き続き実施する。

【環境目標 5】

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　0.1％未満:「より一層の努力が必要」　0.1％以上10.5％未満:「もう少し努力できる」　10.5％以上:「徹底されている」

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

6
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

4
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

6.3% 3.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

95

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

135
もう少し努力できる もう少し努力できる

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

　※ 半期で行った回数を所属人数で除して整数で入力
　　　「半期で行った回数」　例：3人の所属で，Aが10回，Bが7回，Cが5回実施した場合は，22回
　　　「実施回数」　　　　　例：22（半期で行った回数）÷３（所属人数）＝８（実施回数：小数点以下切り上げ）

　　【基準値】実施回数　　3回以上:「徹底されている」　2回:「もう少し努力できる」　1回:「より一層の努力が必要」　0回:「実施無し」

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

電子決裁の件数を増やすよう努力する。 電子決裁の件数増加に努力する。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

　※ 購入の個数に関係なく，1回の購入を1件と数える
　　【基準値】全物品購入件数に占めるエコ製品購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上3.7%未満:「もう少し努力できる」　３.７％以上:「徹底されている」

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

【下半期】環境目標７に対する所属の結果

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

バス等の公共交通機関の利便性は良くないが，下半期も引き続き実
施に努める。

バス等の公共交通機関の利便性は良くないが，来年度も引き続き実施
に努める。

 上半期
 実施回数 → 3

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 3

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

　※ 「公共工事担当課」のみ必修入力
　※ 本シートの「Ⅴ 施設設備等の点検」の件数と比例させる

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境問題への関心を高めるため，環境に関する啓発ポスター等を掲示する。

年間計画及び実施状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実施 実施 実施

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果 【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境問題への関心を高めるため，下半期も引き続き実施する。 環境問題への関心を高めるため，来年度も引き続き実施する。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力（キャビネット掲載の「緊急事態対応手順書」参照）
・対象所属が，「上半期」か「下半期」のどちらかで緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施状況を入力

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【下半期】

実施人数 実　施　日 平成29年1月31日

10 名

各種資料名 緊急事態対応手順書

訓 練 内 容 装置等の構造を学習するとともに，緊急事態発生時の状況想定や対応等の確認

訓 練 効 果 現地で学習や確認を行うことで現状を学ぶことができ，環境への意識が高まった。

備　　　考

該当なし
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Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

適法処理を実施
館内において協議のうえ，目
標を設定。まず身近にできる
取組等を継続的に実施。

職員間で協議し，目標に向けて推進
している。

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

適法処理を実施
館内において協議のうえ，目
標を設定。まず身近にできる
取組等を継続的に実施。

職員間で協議し，目標に向けて推進
している。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

※環境管理推進員以外が作成した場合は，推進員名を記載の上，作成者名を（ ）内に記載

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

・勤務時間・勤務形態に関係なく全所属員が対象（休職中職員・出向職員は除く）。

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

21 名

1 名

理由

21 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

7 名

研修未実施人数 1 名

14 名

名

1 名

下半期あらたな研修対象外人数 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

所属（課等） 文化財課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 6622

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年6月1日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

・・・・・・・は育児休暇中のため未実施。

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

佐佐木信綱顕彰会，庄野宿資料館運営委員会，稲生民俗資料館運営委
員会，伊勢型紙技術保存会

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月10日

研修効果 環境職場研修の受講により，職員の環境に関する理解が深まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・は育児休暇中のため未実施。 上半期の研修対象外人数

備考
指定管理者，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・は１日５時間未満の勤務あるい
は，１か月10日未満の勤務で対象外。

【 下半期 】 ※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

・・・・・・・は育児休暇中のため未実施。

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

佐佐木信綱顕彰会，庄野宿資料館運営委員会，稲生民俗資料館運営委
員会，伊勢型紙技術保存会

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施し，「研修対象外」以外は受講してください。
・「研修対象外」とは，勤務形態は問いませんが，1日６時間未満勤務あるいは1ヶ月15日未満勤務のいずれかに該当する職員とします。

【 上半期 】

各種資料名・内容 Suzuka-EMS職場研修資料　地球温暖化・EMSについて 研修実施人数

備考

「フロン排出抑制法」について
　フロン回収・破壊法が改正され，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）となりましたので，業務用（第一種
特定製品）のエアコン・冷蔵庫等フロンに係る設備を管理されている施設は内容を把握し，機器の点検及び記録簿作成等の環境管理に努めてください。

　【内容】
　　① 適切な場所への設置等
　　　　・機器の損傷等を防止するため，適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

　　② 機器の点検
　　　　・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。（3ヶ月に1回以上）
　　　　・一定の第一種特定製品について，専門知識を有する者による定期点検の実施。
　　　　　　法律上必要な定期点検の頻度（上記の簡易点検に加えて）

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 下半期に研修を行った人数

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・は育児休暇中のため未実施。

　　④ 点検等の履歴の保存等
　　　　・適切な機器管理を行うため，機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。
　　　　・機器整備の際に，整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

　　③ 漏えい防止措置，修理しないままの充填の原則禁止
　　　　・冷媒漏えいが確認された場合の点検，漏えい箇所の特定・修理。漏えい・故障を確認した場合は，修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止。

28



環境活動報告シート（平成28年度）

Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

破棄・廃止のみ

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

機器の所有者は，全ての第一種特定製品（業務
用冷凍空調機器）を対象に，3ヶ月に1回以上の
簡易点検（記録簿への記載及び保管も）を行わ
なければならない。

また，機器の出力規模によっては，専門家によ
る定期点検を受けなければならない。
（※各機器の詳細な種別，出力については
　　ネットフォルダ
　　 ＞12 Suzuka-EMS
　　 ＞第一種特定製品各施設保有状況を参照）

パッケージエアコンディショナ 2台　大黒屋光太夫記念館

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

簡易点検

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。実施した場合は入力。未実施の場合は空欄）
　※簡易点検に上乗せ

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

簡易点検 簡易点検 簡易点検

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器      【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以
上

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は充填量を入力。充填がない場合は「充填なし」に○を入力。）
充填量（t）
（3月入力）

　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量（CO2(ｔ)）

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

機器の所有者は，全ての第一種特定製品（業務
用冷凍空調機器）を対象に，3ヶ月に1回以上の
簡易点検（記録簿への記載及び保管も）を行わ
なければならない。

また，機器の出力規模によっては，専門家によ
る定期点検を受けなければならない。
（※各機器の詳細な種別，出力については
　　ネットフォルダ
　　 ＞12 Suzuka-EMS
　　 ＞第一種特定製品各施設保有状況を参照）

パッケージエアコン 4台　佐佐木信綱記念館

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器      【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以
上

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は充填量を入力。充填がない場合は「充填なし」に○を入力。）
充填量（t）
（3月入力）

　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量（CO2(ｔ)）

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

簡易点検

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。実施した場合は入力。未実施の場合は空欄）
　※簡易点検に上乗せ

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

簡易点検 簡易点検 簡易点検

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

空調機器
大黒屋光太夫記念館　2台
佐佐木信綱記念館　4台

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

冷蔵庫 1台／HFC-R134a

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例　第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休止し，
若しくは廃止し，又は現に休止しているその使
用を再開しようとするときは，当該使用者は，
あらかじめ，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようとするとき
も，同様とする

下水道排水設備 大黒屋光太夫記念館

上半期 下半期

6

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

昼休みは徹底して消灯している。 昼休みは徹底して消灯している。

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの電源を切る

【上半期】環境目標2に対する所属の結果 【下半期】環境目標2に対する所属の結果

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に評価を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力
・環境目標6～9は，本シートに数値を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【上半期】環境目標１に対する所属の結果 【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期もさらに徹底するよう意識付けを図る。 徹底して意識付けを図った。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:物を大切に使う，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：必要な物だけ買う

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期も長時間の離席時にはパソコン・ディスプレイの電源を切る
ことを徹底する。

長時間の離席時にはパソコン・ディスプレイの電源を切ることを徹底
した。

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【上半期】環境目標３に対する所属の結果 【下半期】環境目標３に対する所属の結果

公用車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【上半期】環境目標５に対する所属の結果 【下半期】環境目標５に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期も駐停車時のアイドリングストップを乗車している者みんな
で徹底する。

駐停車時のアイドリングストップを乗車している者みんなで徹底し
た。

【上半期】環境目標４に対する所属の結果 【下半期】環境目標４に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

文化スポーツ部内でのReuseの取り組みを下半期も活用する。 Reuseの取り組みを下半期も活用した。

【環境目標 5】
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　0.1％未満:「より一層の努力が必要」　0.1％以上10.5％未満:「もう少し努力できる」　10.5％以上:「徹底されている」

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

69
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

98
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

19.1% 13.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

362

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

755
徹底されている 徹底されている

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

今後物品の購入の際は対象品も考慮するよう検討する。 今後も物品の購入の際は対象品も考慮するよう検討する。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

　※ 半期で行った回数を所属人数で除して整数で入力
　　　「半期で行った回数」　例：3人の所属で，Aが10回，Bが7回，Cが5回実施した場合は，22回
　　　「実施回数」　　　　　例：22（半期で行った回数）÷３（所属人数）＝８（実施回数：小数点以下切り上げ）

　　【基準値】実施回数　　3回以上:「徹底されている」　2回:「もう少し努力できる」　1回:「より一層の努力が必要」　0回:「実施無し」

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期も電子決裁が適当とされる起案をより徹底する。 来年度も電子決裁が適当とされる起案をより徹底する。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

　※ 購入の個数に関係なく，1回の購入を1件と数える
　　【基準値】全物品購入件数に占めるエコ製品購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上3.7%未満:「もう少し努力できる」　３.７％以上:「徹底されている」

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

0
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

8
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

0.0% 50.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

6

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

16
もう少し努力できる 徹底されている

電車・自転車の利用等個々で実施している。 電車・徒歩・自転車の利用等個々で実施している。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

　※ 「公共工事担当課」のみ必修入力
　※ 本シートの「Ⅴ 施設設備等の点検」の件数と比例させる

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 4

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 4

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境問題に対する関心を高めるため，部署メールの署名欄を活用し温暖化防止等環境に関するメッセージを掲載し送信する。

年間計画及び実施状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下半期も使用頻度を上げるため，掲載されているかの確認をこまめ
に行う。

掲載されているかの確認をこまめに行った。

実施 実施 実施

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果 【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施
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・該当所属のみ入力

○

○

○

○

○

○

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

自然と共生する社会の構築 生物多様性の保全 動植物の生育・生息の環境の確保

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

現況調査により，現状の樹木の状態を把握することができ，今後の維持管理を行ううえで貴重な情報を手に入れることが出来た。次年度以
降についても，今回の調査結果に基づく保全稼動を計画していく。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

台風や大雪などの気象条件や，周辺の環境状況によって樹木の変化が起こることが考えられるため，定期的な把握が必要となる。

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

実施施策 市内の天然記念物の現状調査
実施施策

詳細
指定天然記念物(樹木)の生育環境調査の実
施

担当G 文化財G

年間計画（P）
（当初入力）

市内にある天然記念物のうち，地蔵大松・川俣神社のスダジイ・石薬師の蒲ザクラについて樹木医等による現況調査を行う。

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

5月31日に樹木医による現況調査を行った。

年間計画（P）
（当初入力）

・通年実施(備考:調査に関しては金生水調査会に委託，保護増殖事業推進検討会議については1回開催予定)

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

・調査会は年間を通して，外来種及び不要草の除去等沼沢の維持管理，動植物の継続的調査を実施。2月に水路補修。
◇6月4日・7月2日・7月30日・9月10日・10月22日金生水沼沢植物群落学習会・観察会
◇3月：調査報告書作成
◇保護増殖事業推進委員会は今年度は未開催。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

・維持管理が難しい沼沢にとって，調査会による調査は良好な状態に回復させるために欠かせない。また，調査結果は，観察会の年間スケ
ジュール立案と計画的な実施につながり，安定した参加者数があった。保護増殖事業推進検討会議については，今年度は沼沢の状況が堅調
に推移し，台風被害もなかったため，開催を見送った。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

・季節や年ごとに移り変わる沼沢内の植物の保護については，継続的な対応の必要があるため，調査委託先である金生水調査会と連絡を密
にとり，今後もボランティアの募集，登録を進めていくことが重要である。

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

【環境基本計画 ２】

基本目標 基本方針 施策

自然と共生する社会の構築 生物多様性の保全 動植物の生育・生息の環境の確保

実施施策 金生水沼沢植物群落調査
実施施策

詳細
金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進検討
会議の開催及び植物相調査の実施

担当G 文化財G

環境教育・学習の充実 協働による取組み 人材育成と確保

実施施策 重要無形文化財「伊勢型紙」の技術保存
実施施策

詳細
伊勢型紙技術伝承講座の開講及び高度な技
術を要する復刻作品の製作

担当G 文化財G

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【環境基本計画 ３】

基本目標 基本方針 施策

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

年間計画（P）
（当初入力）

・伊勢型紙技術伝承講座の開講(通年実施)
(備考:研修者や伝承者等への技術指導の一環として,年間70回をめどに各部門，伝承者養成講座を開講する)
・高度な技術を要する復刻作品の製作(9-3月実施)

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【重要無形文化財「伊勢型紙」彫刻技術の伝承】
・4月2日～2月25日，伊勢型紙資料館及び糸入れ作業研修会場において，研修者（6名），研修生（4名）に対し，伊勢型紙技術伝承講座
における研修を実施した。開講数は5部門各70回。
・9月～2月にかけて，保存会会員・伝承者・研修者・研修生29名による平成27年度の伊勢型紙復刻作品を制作した。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

28年度当初に，研修生1名を新たに受け入れ，後継者育成の強化を図った。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

・伝承講座の受講生である研修者・研修生は就職者が多いため，研修時間が限られている。そのため，高度な技術習得のためには，長期的
な見通しをたて，伝承講座を継続することが必要である。

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない
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○

○

○

○

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【環境基本計画 ４】

基本目標 基本方針 施策

年間計画（P）
（当初入力）

・指定文化財の維持管理及び後継者養成等に対する補助

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

・指定文化財の保護管理補助金の交付については，以下の事項を基本線とし，毎年一定額で交付しているが，史跡・名勝・天然記念物等については維持管理状況，無形民俗文化財については活動状況の把握に
努める。
＜管理補助金の基準＞
①民俗文化財のうち，無形文化財に指定され，かつ人材育成等を行っている団体に対して補助する。
②史跡や名勝，天然記念物等に指定され，かつそれを維持管理するため環境整備等の日常管理が必要なものについて活動規模等に応じて段階的に補助する。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

・史跡・名勝・天然記念物にあっては，虫害防止薬剤，除草作業用具等に使われ，良好な環境づくりに繋がる使途となっている。また，無
形民俗文化財については，練習用具の購入や修理，練習会場の経費等後継者確保のための人材育成に使われている。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

目的に合った有効な使い方をすることで，環境整備，保護管理ができるように今後も所有者・管理者のさらなる理解を図っていくことが必
要。

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

生活環境の保全と創造 快適な生活環境の創造 良好な景観の形成

実施施策 文化財の環境整備及び保護管理
実施施策

詳細
指定文化財の維持管理及び後継者育成等に
対する補助

担当G 文化財G

生活環境の保全と創造 快適な生活環境の創造 良好な景観の形成

実施施策
歴史的な建造物や建物を資料館として活
用

実施施策
詳細

伊勢型紙資料館(市指定記念物の史跡「寺
尾家住宅」)及び庄野宿資料館(市指定有形
文化財の建造物「旧小林家住宅」)の公開

担当G 文化財G

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【環境基本計画 ５】

基本目標 基本方針 施策

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力（キャビネット掲載の「緊急事態対応手順書」参照）
・対象所属が，「上半期」か「下半期」のどちらかで緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施状況を入力

【上半期】

実施人数 実　施　日

年間計画（P）
（当初入力）

・通年実施(備考:休館日は月・火曜日・第三水曜日【但し，月曜日が休日の場合は開館】・年始年末)

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

・市指定記念物の史跡「寺尾家住宅」(平成6年3月11日指定）は型紙資料館として，市指定有形文化財の建造物「旧小林家住宅」(平成8年3月12日指定)は庄野宿資料館として広く一般
公開している。両資料館とも，開館時間は午前10時～午後4時で，休館日は月・火曜日・第３水曜日（但し月曜が休日場合は開館）・年末年始（12月28日～1月4日）で，本年度の開
館は佐佐木信綱記念館が298日，大黒屋光太夫記念館258日，庄野宿資料館が255日，稲生民俗資料館が254日，伊勢型紙資料館が253日であった。開館延べ日数は１,３１８日で５館
の平均は，約263日であった。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

今年度は，台風等による閉館は１日もないうえ，臨時開館を行った記念館・資料館があり，開館日数を増やして利用者の利便性拡大を図っ
た。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

次年度も資料館の環境整備を継続していくため，指定管理者による注意深い日常管理を継続することが必要。

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

該当なし

該当なし
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Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

定期的な確認を行い，適切な
定期点検を行っている。

徹底しており，各自の意識は
高い。

少しずつであるが確実に進捗し
ている。

指定管理者も含め，課員が常に意識
をもって日々取り組んでいる。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

定期的な確認を行い，適切な
定期点検を行っている。

徹底しており，各自の意識は
高い。

少しずつであるが確実に進捗し
ている。

指定管理者も含め，課員が常に意識
をもって日々取り組んでいる。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

※環境管理推進員以外が作成した場合は，推進員名を記載の上，作成者名を（ ）内に記載

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

・勤務時間・勤務形態に関係なく全所属員が対象（休職中職員・出向職員は除く）。

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

18 名

0 名

理由

18 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

18 名

研修未実施人数 0 名

0 名

0 名

名

下半期あらたな研修対象外人数 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月5日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・(・・・・・・・)

提出日 平成29年4月5日

所属（課等） 考古博物館

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 374-1994

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年6月2日

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施し，「研修対象外」以外は受講してください。
・「研修対象外」とは，勤務形態は問いませんが，1日６時間未満勤務あるいは1ヶ月15日未満勤務のいずれかに該当する職員とします。

【 上半期 】

各種資料名・内容 Ｓuzuka-ＥＭＳ研修 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

各種資料名・内容 下半期に研修を行った人数

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

研修効果 環境保全に対する認識が高まった

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

【 下半期 】 ※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

　　③ 漏えい防止措置，修理しないままの充填の原則禁止
　　　　・冷媒漏えいが確認された場合の点検，漏えい箇所の特定・修理。漏えい・故障を確認した場合は，修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止。

備考

「フロン排出抑制法」について
　フロン回収・破壊法が改正され，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）となりましたので，業務用（第一種
特定製品）のエアコン・冷蔵庫等フロンに係る設備を管理されている施設は内容を把握し，機器の点検及び記録簿作成等の環境管理に努めてください。

　【内容】
　　① 適切な場所への設置等
　　　　・機器の損傷等を防止するため，適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

　　② 機器の点検
　　　　・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。（3ヶ月に1回以上）
　　　　・一定の第一種特定製品について，専門知識を有する者による定期点検の実施。
　　　　　　法律上必要な定期点検の頻度（上記の簡易点検に加えて）

製品区分 定格出力 点検の頻度

　　④ 点検等の履歴の保存等
　　　　・適切な機器管理を行うため，機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。
　　　　・機器整備の際に，整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

購入・導入のみ 公用車１台購入，２台リース（アクティ）

破棄・廃止のみ 公用車１台廃止（アクティ）

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

機器の所有者は，全ての第一種特定製品（業務
用冷凍空調機器）を対象に，3ヶ月に1回以上の
簡易点検（記録簿への記載及び保管も）を行わ
なければならない。

また，機器の出力規模によっては，専門家によ
る定期点検を受けなければならない。
（※各機器の詳細な種別，出力については
　　ネットフォルダ
　　 ＞12 Suzuka-EMS
　　 ＞第一種特定製品各施設保有状況を参照）

設備用空調機・ビルマルエアコン
7台（設備用空調機器5台，

ビルマルエアコン2台）

上半期 下半期

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ 公用車２台リース返却（アクティ）

1

1月 2月 3月

事象なし 簡易点検・定期点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検・定期点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は充填量を入力。充填がない場合は「充填なし」に○を入力。）
充填量（t）
（3月入力）

　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量（CO2(ｔ)）

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。実施した場合は入力。未実施の場合は空欄）
　※簡易点検に上乗せ

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器      【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以
上

6台 ○

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

空調機器 6台

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

冷蔵庫
湯沸室：ＨＦＣ134ｂ，整理実習室：

Ｒ１２，資料室：Ｒ１２，写場：Ｒ１２

上半期 下半期

3

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

【5条】自動車の所有者は、自動車をなるべく
長期間使用することにより、自動車が使用済自
動車となることを抑制するよう努めるととも
に、自動車の購入に当たってその再資源化等の
実施に配慮して製造された自動車を選択するこ
と、自動車の修理に当たって使用済自動車の再
資源化により得られた物又はこれを使用した物
を使用すること等により、使用済自動車の再資
源化等を促進するよう努めなければならない。

【8条】自動車の所有者は、当該自動車が使用
済自動車となったときは、引取業者に当該使用
済自動車を引き渡さなければならない。

公用車 アクティ４台，ボンゴ1台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条

規則で定める規模以上の駐車場を管理する者
は、当該駐車場を利用する者が自動車等を駐車
する場合において、看板、放送、書面等によ
り、当該自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。面積500㎡以上又は
駐車台数40台以上

駐車場 ８１台（3,774㎡）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
23条

騒音を発生させる者は、工場等に指定施設を設
置しようとするときは、あらかじめ規則で定め
るところにより、次に掲げる事項（○氏名又は
名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
者の氏名○工場等の名称及び所在地○指定施設
の種類及び能力ごとの数○指定施設の使用の方
法○騒音の防止の方法及び指定施設の型式）そ
の他規則で定める事項を市長に届け出なければ
ならない／前項の規定による届出には、指定施
設の配置図その他規則で定める書類を添付しな
ければならない。【指定施設】（騒音）空気圧
縮機・送風機・ガス圧縮機（原動機の定格出力
が７.５kw以上のもの）／冷房機及び冷却塔
（冷房能力が１時間当たり104,000KJ以上の
もの）【敷地境界線上の基準値】（その他の地
域）６：００～８：００　５５ｄＢ／８：００
～１９：００　６０ｄＢ／１９：００～２２：
００　５５ｄＢ／２２：００～６：００　５０
ｄＢ

パッケージエアコン・冷房室外機・送風機
（パッケージエアコン／146,512KJ×2台／

418,605KJ／108,837KJ／）（ビルマルチ室外
機／209,303KJ×2台）（送風機／7．5KW）

上半期 下半期

7

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第25条・29条

（第２５条）届出をした者は、その届出に係る
第二十三条第一項第四号から第六号（○指定施
設の使用の方法○騒音の防止の方法及び指定施
設の型式○その他規則で定める事項）までに掲
げる事項の変更をしようとするときは、あらか
じめ、規則で定めるところにより、その旨を市
長に届け出なければならない／（第２９条）届
出をした者は、その届出に係る第二十三条第一
項第一号若しくは第二号に掲げる事項（○氏名
又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
代表者の氏名○工場等の名称及び所在地）に変
更があったとき、又はその届出に係る指定施設
の使用を廃止したときは、その日から三十日以
内に、規則で定めるところにより、その旨を市
長に届け出なければならない。【指定施設】
（騒音）空気圧縮機・送風機・ガス圧縮機（原
動機の定格出力が７.５kw以上のもの）／冷房
機及び冷却塔（冷房能力が１時間当たり
104,000KJ以上のもの）【敷地境界線上の基
準値】（その他の地域）６：００～８：００
５５ｄＢ／８：００～１９：００　６０ｄＢ／
１９：００～２２：００　５５ｄＢ／２２：０
０～６：００　５０ｄＢ

パッケージエアコン・冷房室外機・送風機
（パッケージエアコン／146,512KJ×2台／

418,605KJ／108,837KJ／）（ビルマルチ室外
機／209,303KJ×2台）（送風機／7．5KW）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
31条

指定施設から騒音を発生させる者は、当該指定
施設を設置する工場等の敷地境界線において排
出基準に適合しない騒音を発生させてはならな
い。【指定施設】（騒音）空気圧縮機・送風
機・ガス圧縮機（原動機の定格出力が７.５kw
以上のもの）／冷房機及び冷却塔（冷房能力が
１時間当たり104,000KJ以上のもの）【敷地
境界線上の基準値】（その他の地域）６：００
～８：００　５５ｄＢ／８：００～１９：００
６０ｄＢ／１９：００～２２：００　５５ｄＢ
／２２：００～６：００　５０ｄＢ

パッケージエアコン・冷房室外機・送風機

（パッケージエアコン／146,512KJ
×2台／418,605KJ／108,837KJ

／）（ビルマルチ室外機／
209,303KJ×2台）（送風機／7．

5KW）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

使用者は，排水処理施設の使用を開始，休止若
しくは撤去又は再開始をしようとするときは，
あらかじめ，その旨を市長に届け出なければな
らない

農業集落排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

10

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期についても徹底を図りたい。 次年度についても徹底を図りたい。

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの電源を切る

【上半期】環境目標2に対する所属の結果 【下半期】環境目標2に対する所属の結果

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に評価を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力
・環境目標6～9は，本シートに数値を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【上半期】環境目標１に対する所属の結果 【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期についても徹底を図りたい。 次年度についても徹底を図りたい。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:物を大切に使う，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：必要な物だけ買う

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期についても徹底を図りたい。 次年度についても徹底を図りたい。

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【上半期】環境目標３に対する所属の結果 【下半期】環境目標３に対する所属の結果

公用車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【上半期】環境目標５に対する所属の結果 【下半期】環境目標５に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期についても徹底を図りたい。 次年度についても徹底を図りたい。

【上半期】環境目標４に対する所属の結果 【下半期】環境目標４に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期についても徹底を図りたい。 次年度についても徹底を図りたい。

【環境目標 5】

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　0.1％未満:「より一層の努力が必要」　0.1％以上10.5％未満:「もう少し努力できる」　10.5％以上:「徹底されている」

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

31
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

22
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

7.0% 10.8%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

445

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

203
もう少し努力できる 徹底されている

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

紙ベースの資料を添付した決裁が多くなるが，そうでないものにつ
いては電子決済を行うよう努力したい。

次年度も引続き徹底を図りたい。
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

　※ 半期で行った回数を所属人数で除して整数で入力
　　　「半期で行った回数」　例：3人の所属で，Aが10回，Bが7回，Cが5回実施した場合は，22回
　　　「実施回数」　　　　　例：22（半期で行った回数）÷３（所属人数）＝８（実施回数：小数点以下切り上げ）

　　【基準値】実施回数　　3回以上:「徹底されている」　2回:「もう少し努力できる」　1回:「より一層の努力が必要」　0回:「実施無し」

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

　※ 購入の個数に関係なく，1回の購入を1件と数える
　　【基準値】全物品購入件数に占めるエコ製品購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上3.7%未満:「もう少し努力できる」　３.７％以上:「徹底されている」

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

0
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

0
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

物品見積依頼による購入が無い 物品見積依頼による購入が無い
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

0

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

0

公共交通機関がなく，職員も多方面から出勤しているため，実施不
可能。

公共交通機関がなく，職員も多方面から出勤しているため，実施不可
能。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

　※ 「公共工事担当課」のみ必修入力
　※ 本シートの「Ⅴ 施設設備等の点検」の件数と比例させる

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 0

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

実施なし 実施なし

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

市道に面する考古博物館整理室南側にゴーヤを植えてグリーンカーテンを設置することにより，室内温度の上昇を抑える。

年間計画及び実施状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果 【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

設置 種植え
グリーンカー

テン設置
グリーンカー

テン設置
グリーンカー

テン設置
グリーンカー

テン設置
グリーンカー

テン設置
撤去

今後も環境目標として実施していきたい。 今後も環境目標として実施していきたい。
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・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力（キャビネット掲載の「緊急事態対応手順書」参照）
・対象所属が，「上半期」か「下半期」のどちらかで緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施状況を入力

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

法の遵守については適正であ
る。

電子決裁数がやや少ないが，
他の取組みについては徹底し
ている。

該当なし

ガソリンの使用量は増えているもの
の，節電が徹底されており，今後も
地球温暖化防止に努めてもらいた
い。

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

法の遵守については適正であ
る。

徹底している。 該当なし

ガソリン使用量，電気使用量が共に
微増しているが，利用者数増加によ
るものなので，今後も節電の徹底を
図り，地球温暖化防止に努めてもら
いたい。

該当なし

該当なし

該当なし
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

※環境管理推進員以外が作成した場合は，推進員名を記載の上，作成者名を（ ）内に記載

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

・勤務時間・勤務形態に関係なく全所属員が対象（休職中職員・出向職員は除く）。

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

11 名

0 名

理由

11 名

名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

11 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

下半期あらたな研修対象外人数 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

所属（課等） スポーツ課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 内線６６３２

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年6月3日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月12日

研修効果
環境マネジメントシステムについて理解できた。地球温暖化について学べ
た。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

【 下半期 】 ※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施し，「研修対象外」以外は受講してください。
・「研修対象外」とは，勤務形態は問いませんが，1日６時間未満勤務あるいは1ヶ月15日未満勤務のいずれかに該当する職員とします。

【 上半期 】

各種資料名・内容
Suzuka-EMS研修資料　鈴鹿市の環境マネジメントシステム，地球温暖化に
ついて 研修実施人数

備考

「フロン排出抑制法」について
　フロン回収・破壊法が改正され，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）となりましたので，業務用（第一種
特定製品）のエアコン・冷蔵庫等フロンに係る設備を管理されている施設は内容を把握し，機器の点検及び記録簿作成等の環境管理に努めてください。

　【内容】
　　① 適切な場所への設置等
　　　　・機器の損傷等を防止するため，適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

　　② 機器の点検
　　　　・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。（3ヶ月に1回以上）
　　　　・一定の第一種特定製品について，専門知識を有する者による定期点検の実施。
　　　　　　法律上必要な定期点検の頻度（上記の簡易点検に加えて）

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 下半期に研修を行った人数

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

　　④ 点検等の履歴の保存等
　　　　・適切な機器管理を行うため，機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。
　　　　・機器整備の際に，整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

　　③ 漏えい防止措置，修理しないままの充填の原則禁止
　　　　・冷媒漏えいが確認された場合の点検，漏えい箇所の特定・修理。漏えい・故障を確認した場合は，修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止。
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Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

破棄・廃止のみ

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【上半期】環境目標１に対する所属の結果 【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底して出来た。下半期も同様に徹底して
実施したい。

徹底して実施することができた。次年度も引き続き取り組んでいきた
い。

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に評価を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力
・環境目標6～9は，本シートに数値を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【上半期】環境目標３に対する所属の結果 【下半期】環境目標３に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底して出来た。下半期も同様に徹底して
実施したい。

徹底して実施することができた。次年度も引き続き取り組んでいきた
い。

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの電源を切る

【上半期】環境目標2に対する所属の結果 【下半期】環境目標2に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底して出来た。下半期も同様に徹底して
実施したい。

徹底して実施することができた。次年度も引き続き取り組んでいきた
い。

該当なし

該当なし

該当なし
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部内にリサイクルコーナーをつくる等，4Rを徹底している。 ４Rに関して実施できた。次年度も引き続き取り組んでいきたい。

【環境目標 5】

公用車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【上半期】環境目標５に対する所属の結果 【下半期】環境目標５に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:物を大切に使う，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：必要な物だけ買う

【上半期】環境目標４に対する所属の結果 【下半期】環境目標４に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

出張時の公共交通機関の利用は，予算上難しい。
公用車の経済運転等に関して実施できた。次年度も引き続き取り組ん
でいきたい。ただ出張時の公共交通機関の利用は，予算上難しい。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　0.1％未満:「より一層の努力が必要」　0.1％以上10.5％未満:「もう少し努力できる」　10.5％以上:「徹底されている」

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

18
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

28
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

3.1% 6.1%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

572

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

459
もう少し努力できる もう少し努力できる

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底して出来た。下半期も同様に徹底して
実施したい。

業務に支障がない範囲で徹底して出来た。引き続き次年度も意識して
可能な範囲で実施したい。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

　※ 半期で行った回数を所属人数で除して整数で入力
　　　「半期で行った回数」　例：3人の所属で，Aが10回，Bが7回，Cが5回実施した場合は，22回
　　　「実施回数」　　　　　例：22（半期で行った回数）÷３（所属人数）＝８（実施回数：小数点以下切り上げ）

　　【基準値】実施回数　　3回以上:「徹底されている」　2回:「もう少し努力できる」　1回:「より一層の努力が必要」　0回:「実施無し」

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

職務上，文書決裁でないとできないものもあるが，今後，電子決裁
を推進する。

職務上，文書決裁でないとできないものもあるが，今後，電子決裁の
割合が増えるよう努力する。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

　※ 購入の個数に関係なく，1回の購入を1件と数える
　　【基準値】全物品購入件数に占めるエコ製品購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上3.7%未満:「もう少し努力できる」　３.７％以上:「徹底されている」

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

4
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

13
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

33.3% 32.5%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

12

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

40
徹底されている 徹底されている

徹底して出来た。下半期も同様に徹底して実施したい。
下半期は，ほとんど実施できなかった。次年度は1年を通じて実施でき
るようにしたい。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

　※ 「公共工事担当課」のみ必修入力
　※ 本シートの「Ⅴ 施設設備等の点検」の件数と比例させる

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 4

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 1

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている より一層の努力が必要

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【平成28年度】所属独自の環境目標

鈴鹿市主催スポーツ行事の際に発行する大会冊子に，
「鈴鹿エコモーション６」のロゴを掲載し，
大会参加者等に鈴鹿市の温暖化防止の取り組みについてPRする。

年間計画及び実施状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ミニバスケッ
トボール選手
権大会　ほか

9人制バ
レーボール

大会

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果 【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

レディース
ソフトボー

ル大会

少年相撲大
会，ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞ
ﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

少年ソフト
ボール選手

権大会

グラウン
ド・ゴルフ

大会

ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手
権大会，いきいきス

ポーツ大会

鈴鹿シティ
マラソン

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

予定どおり達成することができた。 予定どおり実施することができた。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力（キャビネット掲載の「緊急事態対応手順書」参照）
・対象所属が，「上半期」か「下半期」のどちらかで緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施状況を入力

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

該当なし

該当なし

該当なし
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Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

該当なし。

可能な範囲で取り組んではい
るが，電子決裁の推進等，よ
り一層の努力をしていいきた
い。

該当なし。 適切に運用している。

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

該当なし。

目標は，誰もが簡単に取り組
めるものであり適切である。
電子決裁の推進等もう少し努
力できる部分もあるので，改
善に努めていきたい。

該当なし。
日頃から職員各自がEMSの取組を意
識し，実践もしており，適切に運用
されている。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

※環境管理推進員以外が作成した場合は，推進員名を記載の上，作成者名を（ ）内に記載

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

・勤務時間・勤務形態に関係なく全所属員が対象（休職中職員・出向職員は除く）。

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

30 名

名

理由

30 名

名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

30 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

下半期あらたな研修対象外人数 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

所属（課等） 図書館

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-381-2324

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年6月3日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・（・・・・・・・・）

提出日 平成29年4月11日

研修効果 職場全体の環境に関する知識と意識が向上した。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

【 下半期 】 ※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施し，「研修対象外」以外は受講してください。
・「研修対象外」とは，勤務形態は問いませんが，1日６時間未満勤務あるいは1ヶ月15日未満勤務のいずれかに該当する職員とします。

【 上半期 】

各種資料名・内容 平成28年度SUZUKA－EMS職場研修資料の熟読 研修実施人数

備考

「フロン排出抑制法」について
　フロン回収・破壊法が改正され，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）となりましたので，業務用（第一種
特定製品）のエアコン・冷蔵庫等フロンに係る設備を管理されている施設は内容を把握し，機器の点検及び記録簿作成等の環境管理に努めてください。

　【内容】
　　① 適切な場所への設置等
　　　　・機器の損傷等を防止するため，適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

　　② 機器の点検
　　　　・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。（3ヶ月に1回以上）
　　　　・一定の第一種特定製品について，専門知識を有する者による定期点検の実施。
　　　　　　法律上必要な定期点検の頻度（上記の簡易点検に加えて）

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 下半期に研修を行った人数

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

　　④ 点検等の履歴の保存等
　　　　・適切な機器管理を行うため，機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。
　　　　・機器整備の際に，整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

　　③ 漏えい防止措置，修理しないままの充填の原則禁止
　　　　・冷媒漏えいが確認された場合の点検，漏えい箇所の特定・修理。漏えい・故障を確認した場合は，修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止。
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Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

破棄・廃止のみ
使用済ポリ塩化ビフェニル使用安定器（コンデンサ）　3月に廃棄処分
テレビ（ブラウン管式）１階応接室・２階準備室(２台)・２階映写室・２階視聴覚室(４台）　3月全て廃棄処分

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

機器の所有者は，全ての第一種特定製品（業務
用冷凍空調機器）を対象に，3ヶ月に1回以上の
簡易点検（記録簿への記載及び保管も）を行わ
なければならない。

また，機器の出力規模によっては，専門家によ
る定期点検を受けなければならない。
（※各機器の詳細な種別，出力については
　　ネットフォルダ
　　 ＞12 Suzuka-EMS
　　 ＞第一種特定製品各施設保有状況を参照）

東芝ウォータークーラー 2台（うち1台は使用していない）

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器      【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以
上

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は充填量を入力。充填がない場合は「充填なし」に○を入力。）
充填量（t）
（3月入力）

　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量（CO2(ｔ)）

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

順守 順守 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。実施した場合は入力。未実施の場合は空欄）
　※簡易点検に上乗せ

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

テレビ（ブラウン管式）
１階応接室・２階準備室(２台)・２階映

写室・２階視聴覚室(４台）

順守 順守 廃棄

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 3月に全て廃棄

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべ
く長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が
確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等を
する者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金
の支払に応じることにより、これらの者がこの
法律の目的を達成するために行う措置に協力し
なければならない。【特定家庭用機器】　テレ
ビ/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

冷蔵庫 １階湯沸室　1台

上半期 下半期

3

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

【5条】自動車の所有者は、自動車をなるべく
長期間使用することにより、自動車が使用済自
動車となることを抑制するよう努めるととも
に、自動車の購入に当たってその再資源化等の
実施に配慮して製造された自動車を選択するこ
と、自動車の修理に当たって使用済自動車の再
資源化により得られた物又はこれを使用した物
を使用すること等により、使用済自動車の再資
源化等を促進するよう努めなければならない。

【8条】自動車の所有者は、当該自動車が使用
済自動車となったときは、引取業者に当該使用
済自動車を引き渡さなければならない。

公用車 2台　H11・H18アクティ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条

規則で定める規模以上の駐車場を管理する者
は、当該駐車場を利用する者が自動車等を駐車
する場合において、看板、放送、書面等によ
り、当該自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。面積500㎡以上又は
駐車台数40台以上

駐車場 100台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第５条

指定地域内に特定工場等を設置している者は、
当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなけれ
ばならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が
７．５kw以上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（準工業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ
／８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：０
０～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：
００　５５ｄＢ

送風機 １台（３０kw）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第８条，第１０条

（第８条）第六条第一項の規定による届出をし
た者は、その届出に係る第六条第一項第三号又
は第四号に掲げる事項（○特定施設の種類ごと
の数○騒音の防止の方法）の変更をしようとす
るときは、当該事項の変更に係る工事の開始の
日の三十日前までに、環境省令で定めるところ
により、その旨を市町村長に届け出なければな
らない。ただし、同項第三号に掲げる事項（○
特定施設の種類ごとの数）の変更が環境省令で
定める範囲内である場合又は同項第四号（○騒
音の防止の方法）に掲げる事項の変更が当該特
定工場等において発生する騒音の大きさの増加
を伴わない場合は、この限りでない／（第１０
条）第六条第一項の規定による届出をした者
は、その届出に係る第六条第一項第一号若しく
は第二号に掲げる事項（○氏名又は名称及び住
所並びに法人にあつては、その代表者の氏名○
工場又は事業場の名称及び所在地）に変更があ
つたとき、又はその届出に係る特定工場等に設
置する特定施設のすべての使用を廃止したとき
は、その日から三十日以内に、その旨を市町村
長に届け出なければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が
７．５kw以上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（準工業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ
／８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：０
０～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：
００　５５ｄＢ

送風機 １台（３０kw）

上半期 下半期

8

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１２条の２第２項

事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬され
るまでの間、環境省令で定める技術上の基準
（以下「特別管理産業廃棄物保管基準」とい
う。）に従い、生活環境の保全上支障のないよ
うにこれを保管しなければならない
（特別管理産業廃棄物保管基準（抜粋））①周
囲に囲いが設けられていること。②見やすい箇
所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられ
ていること。(1)縦及び横それぞれ六十センチ
メートル以上であること。(2)次に掲げる事項を
表示したものであること。(ｲ）特別管理産業廃
棄物の保管の場所である旨（ﾛ）保管する特別管
理産業廃棄物の種類（ﾊ）保管の場所の管理者の
氏名又は名称及び連絡先③保管の場所から特別
管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に
浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲
げる措置を講ずること。④保管の場所には、ね
ずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発
生しないようにすること。⑤特別管理産業廃棄
物に他の物が混入するおそれのないように仕切
りを設けること等必要な措置を講ずること。⑥
容器に入れ密封すること。（腐食を防止するた
めに必要な措置，高温にさらされないために必
要な措置を講ずること）

使用済ポリ塩化ビフェニル使用安定器（コ
ンデンサ）

有資格者：・・・・・・・，・・・・・・・
資格取得日：Ｈ26/11/7，Ｈ27/11/26

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１２条の２第６項，第７項

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ず
る事業場を設置している事業者は、当該事業場
ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃
棄物の処理に関する業務を適切に行わせるた
め、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなけ
ればならない

使用済ポリ塩化ビフェニル使用安定器（コ
ンデンサ）

有資格者：・・・・・・・，・・・・・・・
資格取得日：Ｈ26/11/7，Ｈ27/11/26

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 3月に処分

10

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別措置法第８条

事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分す
る者は、毎年度、環境省令で定めるところによ
り、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び
処分の状況に関し、環境省令で定める事項を都
道府県知事に届け出なければならない。

使用済ポリ塩化ビフェニル使用安定器（コ
ンデンサ）

有資格者：・・・・・・・，・・・・・・・
資格取得日：Ｈ26/11/7，Ｈ27/11/26

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 3月に処分

11

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 3月に処分
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第２５条，第２９条

（第２５条）届出をした者は、その届出に係る
第二十三条第一項第四号から第六号（○指定施
設の使用の方法○騒音の防止の方法及び指定施
設の型式○その他規則で定める事項）までに掲
げる事項の変更をしようとするときは、あらか
じめ、規則で定めるところにより、その旨を市
長に届け出なければならない／（第２９条）届
出をした者は、その届出に係る第二十三条第一
項第一号若しくは第二号に掲げる事項（○氏名
又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
代表者の氏名○工場等の名称及び所在地）に変
更があったとき、又はその届出に係る指定施設
の使用を廃止したときは、その日から三十日以
内に、規則で定めるところにより、その旨を市
長に届け出なければならない
【指定施設】（騒音）
空気圧縮機・送風機・ガス圧縮機（原動機の定
格出力が７.５kw以上のもの）／冷房機及び冷
却塔（冷房能力が１時間当たり104,000KJ以
上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（準工業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ
／８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：０
０～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：
００　５５ｄＢ

空冷ヒートポンプチラー（HFCが出ない
ためEMSの緊急訓練は必要なし）

三菱電機（株）　MCHV-P1800AE1-L　2
台／冷却能力　180KW／法定冷凍能力　39.8

トン／冷媒R410A

上半期 下半期

12

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第２３条

騒音を発生させる者は、工場等に指定施設を設
置しようとするときは、あらかじめ規則で定め
るところにより、次に掲げる事項（○氏名又は
名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
者の氏名○工場等の名称及び所在地○指定施設
の種類及び能力ごとの数○指定施設の使用の方
法○騒音の防止の方法及び指定施設の型式）そ
の他規則で定める事項を市長に届け出なければ
ならない／前項の規定による届出には、指定施
設の配置図その他規則で定める書類を添付しな
ければならない
【指定施設】（騒音）
空気圧縮機・送風機・ガス圧縮機（原動機の定
格出力が７.５kw以上のもの）／冷房機及び冷
却塔（冷房能力が１時間当たり104,000KJ以
上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（準工業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ
／８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：０
０～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：
００　５５ｄＢ

空冷ヒートポンプチラー（HFCが出ない
ためEMSの緊急訓練は必要なし）

三菱電機（株）　MCHV-P1800AE1-L　2
台／冷却能力　180KW／法定冷凍能力　39.8

トン／冷媒R410A

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

13

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第３１条

指定施設から騒音を発生させる者は、当該指定
施設を設置する工場等の敷地境界線において排
出基準に適合しない騒音を発生させてはならな
い
【指定施設】（騒音）
空気圧縮機・送風機・ガス圧縮機（原動機の定
格出力が７.５kw以上のもの）／冷房機及び冷
却塔（冷房能力が１時間当たり104,000KJ以
上のもの）
【敷地境界線上の基準値】
（準工業地域）６：００～８：００　６０ｄＢ
／８：００～１９：００　６５ｄＢ／１９：０
０～２２：００　６０ｄＢ／２２：００～６：
００　５５ｄＢ

空冷ヒートポンプチラー（HFCが出ない
ためEMSの緊急訓練は必要なし）

三菱電機（株）　MCHV-P1800AE1-L　2
台／冷却能力　180KW／法定冷凍能力　39.8

トン／冷媒R410A

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

14

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例　第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休止し，
若しくは廃止し，又は現に休止しているその使
用を再開しようとするときは，当該使用者は，
あらかじめ，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようとするとき
も，同様とする

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

15

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底して実施できたので，下半期も継続して実施する 徹底して実施できたので，来年度も継続して実施する

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの電源を切る

【上半期】環境目標2に対する所属の結果 【下半期】環境目標2に対する所属の結果

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に評価を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力
・環境目標6～9は，本シートに数値を入力すると「目標に対する所属の結果」が表示されるので，それを参考に実施状況や改善点を入力

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【上半期】環境目標１に対する所属の結果 【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底して実施できたので，下半期も継続して実施する 徹底して実施できたので，来年度も継続して実施する

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:物を大切に使う，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：必要な物だけ買う

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底して実施できたので，下半期も継続して実施する 徹底して実施できたので，来年度も継続して実施する

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【上半期】環境目標３に対する所属の結果 【下半期】環境目標３に対する所属の結果

公用車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【上半期】環境目標５に対する所属の結果 【下半期】環境目標５に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底して実施できたので，下半期も継続して実施する 徹底して実施できたので，来年度も継続して実施する

【上半期】環境目標４に対する所属の結果 【下半期】環境目標４に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底して実施できたので，下半期も継続して実施する 徹底して実施できたので，来年度も継続して実施する

【環境目標 5】

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　0.1％未満:「より一層の努力が必要」　0.1％以上10.5％未満:「もう少し努力できる」　10.5％以上:「徹底されている」

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

109
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

126
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

32.1% 32.5%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

340

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

388
徹底されている 徹底されている

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底して実施できたので，下半期も継続して実施する 徹底して実施できたので，来年度も継続して実施する
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

必要とする物品が専門的で汎用性の低い製品が多く，エコ製品該当のものが無
かった。下半期も必要物品のエコ製品該当有無については十分確認して選定した
い。

上半期同様，必要とする物品が専門的で汎用性の低い製品が多く，エコ製品該当の
ものが無かった。次年度においても物品購入の際にはエコ製品購入の意識を持ち続
ける必要はある。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

　※ 半期で行った回数を所属人数で除して整数で入力
　　　「半期で行った回数」　例：3人の所属で，Aが10回，Bが7回，Cが5回実施した場合は，22回
　　　「実施回数」　　　　　例：22（半期で行った回数）÷３（所属人数）＝８（実施回数：小数点以下切り上げ）

　　【基準値】実施回数　　3回以上:「徹底されている」　2回:「もう少し努力できる」　1回:「より一層の努力が必要」　0回:「実施無し」

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

　※ 購入の個数に関係なく，1回の購入を1件と数える
　　【基準値】全物品購入件数に占めるエコ製品購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上3.7%未満:「もう少し努力できる」　３.７％以上:「徹底されている」

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

0
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

0
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

0.0% 0.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

9

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

7
もう少し努力できる もう少し努力できる

現在，通勤手段が自転車の職員が６名いるが，下半期は車通勤の職
員についても実施回数が増えるよう努めたい

徹底した結果，上半期より増加したので，次年度はさらに実施回数が
ふえるよう努めたい

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

　※ 「公共工事担当課」のみ必修入力
　※ 本シートの「Ⅴ 施設設備等の点検」の件数と比例させる

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 10

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 14

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境問題への取り組みや関心を高めるため，ポスター等を掲示して市民への周知を行う。

年間計画及び実施状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

徹底して実施できたので，下半期も継続して実施する 徹底して実施できたので，次年度も継続して実施する

ポスター等
掲示

ポスター等
掲示

計画の見直
し

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果 【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

ポスター等
掲示

ポスター等
掲示

ポスター等
掲示

ポスター等
掲示

ポスター等
掲示

ポスター等
掲示

ポスター等
掲示

ポスター等掲
示

ポスター等
掲示
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・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

目標の達成及び，実現のための施策を着実に前
進させており，点検結果においても継続的な改
善に努めている

目標の達成及び，実現のための施策を前進させたとは言い
難いが，点検結果においては的確に行われており，継続的
な改善につながると思われる

実施結果，点検結果ともに不十
分であり，目的・目標の達成の
施策を前進させていない

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考 下半期においてPCB廃棄物の処分が完了した為，訓練は実施せず。

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力（キャビネット掲載の「緊急事態対応手順書」参照）
・対象所属が，「上半期」か「下半期」のどちらかで緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施状況を入力

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

該当項目については，遵守で
きている。

環境目標については，各職員
が理解し，概ね取り組めてい
る。

非該当
概ね遵守・取組みが実施されている
ので，次年度も継続して実施してい
く。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

該当項目については，遵守で
きている。

環境目標については，各職員
が理解し，概ね取り組めてい
る。

非該当
概ね遵守・取組みが実施されている
ので，下半期も継続して実施してい
く。

該当なし
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