
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

13 名

0 名

理由

13 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

13 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） 産業政策課

連絡先（内線・外線） (内線3612，382-8698）

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

・・・・・・・

提出日 平成28年6月2日

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月7日

当
初

環境管理推進員（作成者）

環境管理責任推進員 ・・・・・・・
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】

・・・・・・・

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12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

鈴鹿市労働福祉会館

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】

平成28年度Suzuka－ＥＭＳ職場研修資料・Suzuka－ＥＭＳや環境方針，
地球温暖化などについて学習

職員自ら行うことで，環境に対する意識の向上に繋がった。

・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。

　　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

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

鈴鹿市労働福祉会館

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

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。

※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

1



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

○ 備考

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

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】　テレビジョン受信機（ブ
ラウン管式のものに限る）／電気冷蔵庫，電気
冷凍庫／電気洗濯機／※ユニット型エアコン
ディショナーもこれに含まれるが，本市に使用
されるエアコンディショナーは全て特定製品に
係るフロン回収及び破壊の実施の確保等に関す
る法律に定める第１種特定製品とみなす

冷蔵庫 1台　リフレッシュルーム

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

【上半期】

【下半期】

変更前 変更後

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

1

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）

空調機器 １１台　労働福祉会館

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

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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

■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

2



環境活動報告シート（平成28年度）

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

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底することができた。来期も継続して取り組みたい。

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 ↓】

徹底することができた。来期も継続して取り組みたい。

【上半期】環境目標５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

【↓ 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】環境目標2に対する所属の結果

749

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

586

【↓ 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

徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

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 ↓】

徹底することができた。来期も継続して取り組みたい。

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

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 ↓】

徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

【環境目標 4】

【環境目標 3】

徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

【上半期】環境目標2に対する所属の結果

徹底している

【環境目標 2】

【↓ 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

徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

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 ↓】

徹底することができた。来期も継続して取り組みたい。

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】

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

151
【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

20.2%
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

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 ↓】

徹底することができた。来期も継続して取り組みたい。徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

【↓ 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 ↓】

徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

・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 6】

16.7%

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 ↓】

徹底することができた。来期も継続して取り組みたい。
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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

 上半期
 作成枚数 →

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2月 3月

6

徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

30
徹底されている

　※ 「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

【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 ↓】

徹底することができた。来期も継続して取り組みたい。

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境に関する市民の関心を高めるために，エアコンなどの節電を促す表示をする。(ものづくり産業支援センター会議室・労働福祉会館)

年間計画及び実施状況

徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

【↓ 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 ↓】

実施

【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

徹底することができた。下半期も継続して取り組みたい。

実施 実施

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
徹底されている

実施 実施 実施

 下半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果

1月

 上半期
 実施回数 →

実施 実施

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

20.0%

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 ↓】

徹底することができた。来年度も継続して取り組みたい。

　　【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　　→

9
【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　　→

31.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

29

　※ 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】

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

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

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

徹底することができた。来期も継続して取り組みたい。

4



環境活動報告シート（平成28年度）

・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

【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）

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，特定家庭用機器
再商品化法第６条について遵
守している

各職員が各種目標を理解し，
適切に行動することができた

指定管理者管理施設の温室効果ガス
排出量の前年同時期比増は，猛暑等
やむを得ない事情があったものと理
解しており，全体的には，職員が環
境を意識し，積極的に取り組み，適
切な運用がなされた

備　　　考

【上半期】

実施人数 実　施　日

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果
名

実施施策
詳細

実施施策

施策

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

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

前期同様，特定家庭用機器
再商品化法第６条，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等に
ついて遵守している。

前期同様，各職員が各種目標
を理解し，適切に行動するこ
とができた

指定管理者管理施設の温室効果ガス
排出量の前年同時期比増は，大雪な
ど天候不順等やむを得ない事情が
あったものと理解しており，全体的
には，職員が環境を意識し，積極的
に取り組み，適切な運用がなされた

【下半期】

・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】

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）

担当G

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

9 名

0 名

理由

9 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

9 名

研修未実施人数 0 名

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） 地域資源活用課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 内線3624，382-9020

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

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21日

研修効果 研修実施により，職員の知識が深まり，環境配慮への意識が向上した。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 なし 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職場研修 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 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

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）

空調機器 5台　伝統産業会館

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

2台
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

遵守 遵守 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）

遵守 遵守 保守点検 遵守 保守点検 遵守 遵守 保守点検 遵守

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

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 千代崎観光案内所

事象なし 事象なし 事象なし

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

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
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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

空調機器 1台　鼓ヶ浦観光案内所

上半期 下半期

3

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、トランス） 伝統産業会館

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、トランス） 伝統産業会館

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

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、トランス） 伝統産業会館

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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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 ↓】

徹底できた。 徹底できた。

【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

・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 ↓】

徹底できた。 徹底できた。

【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 ↓】

徹底できた。 徹底できた。

【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 ↓】

徹底できた。 徹底できた。

【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 ↓】

徹底できた。 徹底できた。

【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
　　　　　→

82
【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
　　　　　→

59
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

14.3% 15.6%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

573

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

379
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 ↓】

徹底できた。 徹底できた。
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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

【↓ 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 ↓】

徹底できた。 徹底できた。

【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　　→

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　　→

4
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

15.4% 23.5%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

26

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

17
徹底されている 徹底されている

徹底できた。 徹底できた。

【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 → 5

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 5

【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とともに，鈴鹿市の温暖化防止の取組をＰＲするため，メール送信時の署名欄に「鈴鹿エコモーション６」を掲載する。

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

徹底できた。 徹底できた。

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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環境活動報告シート（平成28年度）

・該当所属のみ入力

○

○

○

○

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

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 自然環境の保全 森林・海岸・水辺環境の保全

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

計画どおり，整備，点検，清掃を行い，維持管理を実施できた。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

・危険箇所の点検や，生態系の保護など緊急を要するものについては，今後も迅速な対応を心がけていく。
・自然保護の観点を重視し，来訪者のマナー向上にむけて啓発活動に取り組む。

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 自然公園等におけるマナー向上の促進
実施施策

詳細
①海水浴場施設維持管理
②鈴鹿山渓施設維持管理

担当G 観光・モータースポーツ振興Ｇ

年間計画（P）
（当初入力）

・海水浴場及び案内所の維持管理（整備・点検・清掃など）主に夏季
・鈴鹿山渓の観光資源の維持管理（整備・点検・清掃など）主に夏季

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

・鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場区域内において海水浴場開設期間中に漂着塵芥の除去を２回実施し，砂浜の美化と自然環境の保全に努め
た。
・山渓においては，鈴鹿警察，消防署，鈴鹿市職員山岳救助隊，鈴鹿市山岳協会,が合同で年2回実施している山岳遭難救助訓練の中で，
登山ルート上の危険箇所の点検や倒木の除去，道の補修などを行い，山渓全体の自然環境の整備保全に努めた。

年間計画（P）
（当初入力）

・実行委員会への参画とイベントのＰＲや案内
・各地域で開催される祭り・イベント等のＰＲや案内

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

・すずかフェスティバルの開催期間中は，周辺地区への騒音の配慮や交通渋滞緩和のための駐車場確保や案内表示・誘導，ごみの持ち帰
り励行と参加者有志によるゴミ拾いなどを実施し，住環境の保全に努めた。また，鈴鹿バルーンフェスティバルの大会時期には，交通規
制の事前告知看板の設置やガードマンの誘導による渋滞緩和，地権者への対応など快適と安全・安心な環境づくりに努めた。地域におけ
る伝統芸能においては，情報提供による支援を行った。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

計画どおり実施できた。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

・それぞれの祭りやイベントがより多くの市民に認知され，市民と来訪者がともに楽しむことができるような環境づくりに努める。
・地域の伝統芸能の保存や後継者育成・ＰＲなど，関係機関と連携しながら取り組んでいく。

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

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 まつりの継承と地域づくりの交流の促進
実施施策

詳細

①すずかフェスティバル，鈴鹿バルーン
フェスティバル等イベント開催の支援
②地域伝統芸能の活動支援

担当G 観光・モータースポーツ振興Ｇ

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【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
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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）

法を遵守している。
各種目標の達成のため取り組
んでいる。

環境事業を推進している。 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）

法を遵守している。
各種目標の達成のため取り組
んでいる。

環境事業を推進している。 適切に運用している。
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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

19 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 1 名

名

1 名

0 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） 農林水産課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-9017（内線3634）

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4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 職員の地球温暖化等の環境に対する意識が向上した。

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

備考 実施結果は職場研修確認表で確認済

【 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職場研修 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職場研修 下半期に研修を行った人数

研修効果 職員の地球温暖化等の環境に対する意識が向上した。 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 ・・・・・・・　休職から復職したため

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 実施結果は職場研修確認表で確認済

　　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

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

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）

東芝パッケージエアコン、ナショナルエア
コン、ダイキン、東芝ルームエアコンディ

ショナ
7台　農村環境改善センター

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

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　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）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

・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 ↓】

■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

業務に支障のない範囲で徹底できた。 業務に支障のない範囲で徹底できた。
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業務に支障のない範囲で徹底できた。 業務に支障の無い範囲で徹底できた。

【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

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 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 ↓】

【↓ 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 ↓】

業務に支障のない範囲で徹底できた。 業務に支障のない範囲で徹底できた。

【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

業務に支障のない範囲で徹底できた。 業務に支障のない範囲で徹底できた。

【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

【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 ↓】

業務に支障のない範囲で徹底できた。 業務に支障のない範囲で徹底できた。

【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
　　　　　→

79
【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
　　　　　→

111
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

5.4% 7.8%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1473

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1430
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 ↓】

徹底できたので，今後も継続していきたい。 徹底できたので，今後も継続していきたい。

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

可能な範囲で電子決裁の利用をさらに推進する 可能な範囲で電子決裁の利用をさらに推進する

【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　　→

6
【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　　→

1
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

22.2% 4.2%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

27

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

24
徹底されている 徹底されている
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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

・該当所属のみ入力

○

○

【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」

各自でノーカーデーに取り組んだ。 各自でノーカーデーに取り組んだ。

【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 → 0

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 → 0

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

上半期作成なし 下半期作成なし

 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 ↓】

【↓ 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 ↓】

該当なし。 該当なし。

【平成28年度】所属独自の環境目標

「緑の募金」に協力し，「森づくり，人づくり」に対する市民の関心を高める。

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

窓口等で実施 窓口等で実施 窓口等で実施

【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 ↓】

「鈴鹿市植
木まつり」
及び窓口等

で実施

窓口等で実施 窓口等で実施 窓口等で実施 窓口等で実施 窓口等で実施 窓口等で実施 窓口等で実施 窓口等で実施

実施施策 環境に配慮した計画的な間伐の実施
実施施策

詳細
庄内・上野環境林の下刈・間伐の実施 担当G 農林振興Ｇ

年間計画（P）
（当初入力）

庄内・上野環境林の下刈の実施/庄内・上野環境林の間伐の実施
　→通年実施する

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

7月から３月にかけて上野環境林において間伐5.88haを実施した。下刈は予算がつかなかったため未実施。

通年実施している。 通年実施している。

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

自然と共生する社会の構築 自然環境の保全 森林・海岸・水辺環境の保全

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

間伐を行うことで森林環境の保全の一助となった。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

該当なし。

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
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○

○

○

○

○

○

【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 自然環境の保全 農地の保全・活用

実施施策 環境保全型農業の推進
実施施策

詳細
①栽培技術の研修（鈴鹿農業協同組合）
②施肥技術の研修（鈴鹿農業協同組合） 担当G 農林振興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

年間計画（P）
（当初入力）

施肥・防除・収穫適期・水管理等，栽培技術の研修会を６月から７月にかけて，育苗・施肥・防除・新資材の研修会及び農薬の取扱いに
対する啓発を２月から３月にかけて計画している。

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

鈴鹿農協が６月から７月にかけて水稲の施肥・防除等技術の青空研修会を，２月から３月にかけて育苗・新資材についての研修会を行っ
た。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

既存技術に対する知識を深めることで各技術に対する意識改革の一助となった。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

地産地消運動取り組みの促進

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

年間計画（P）
（当初入力）

認定農業者の直売所等の設置経費の一部を補助/消費者団体等が取り組む地産地消事業に対する補助
　→通年実施

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

消費者団体等が取り組む地産地消事業に対する補助
小学校等を対象とする地元農産物を使った料理教室等

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

直売所等の設置補助と料理教室については，今後も地産地消推進のために取り組んでいく。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

改善なし

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

自然と共生する社会の構築 自然環境の保全 農地の保全・活用

実施施策 地産地消運動取り組みの促進
実施施策

詳細

①認定農業者の直売所等の設置経費の一部を補
助
②消費者団体等が取り組む地産地消事業に対す
る補助

担当G 農政Ｇ

自然と共生する社会の構築 自然環境の保全 農地の保全・活用

実施施策 農業景観の保全
実施施策

詳細
営農組合設立支援 担当G 農政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 ４】

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）

営農組合設立支援　→通年実施（備考：現在12地区で、営農組合を設立している）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

今年度は，営農組合の新規設立には至らなかったが，設立支援に取り組んだ。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

平成28年度末現在，12営農組合が活動している。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

該当なし。

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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○

○

○

○

○

○

【環境基本計画 ５】

基本目標 基本方針 施策

年間計画（P）
（当初入力）

農業者が農業経営の一環としてふれあい農園を開設するにあたっての支援及びふれあい農園への市民参加の促進→通年実施（備考：現在
１8ヶ所開園）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

市民参加の促進を図るため，広報紙にて利用者募集を行った。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

平成28年度末，現在18農園。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

該当なし。

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

自然と共生する社会の構築 自然環境の保全 自然環境とのふれあい

実施施策 体験農園等の参加機会の提供
実施施策

詳細

農業者が農業経営の一環としてふれあい農
園を開設するにあたっての支援及びふれあ
い農園への市民参加の促進

担当G 農政Ｇ

自然と共生する社会の構築 自然環境の保全 自然環境とのふれあい

実施施策
学校の環境学習（市民の環境問題）
としての取り組み

実施施策
詳細

海岸や漁港の環境を守るため美化運動
など市民活動に対する支援を行う

担当G 水産・畜産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 ６】

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

【環境基本計画 ７】

基本目標 基本方針 施策

年間計画（P）
（当初入力）

５月から７月にかけて海岸や漁港の清掃活動に協力する。

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

漁業協同組合が行う白子・若松・鈴鹿の3漁港漁港内清掃活動に協力し，漁協組合員が清掃活動で収集したゴミの処理などを行った。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

海岸・漁港の環境保全のために，清掃活動は不可欠である。今後も美化運動として活動を継続していく。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

該当なし。

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

年間計画（P）
（当初入力）

５月及び７月にイベントが予定されており支援を行う。

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

鈴鹿市漁業協同組合の組合員と鈴鹿森林組合員が環境問題で相互に交流する。
本年度は市民参加者を公募し，親子で体験できる交流となるように，亀山森林公園では植樹体験を行い，白子港では海岸清掃や海の生き
物教室を行った。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

漁業・林業関係者のみならず，市民の方にも海と山の環境の現状や漁業・林業関係者の環境保全の取り組みを交流を通じて理解を深める
ことができた。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

今後，さらに体験内容を充実させる。

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

自然と共生する社会の構築 自然環境の保全 自然環境とのふれあい

実施施策
海・山の環境問題に関する交流活動の支
援（山に木を植える活動の支援）

実施施策
詳細

鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同組合が相
互に交流し環境問題に取り組むのを支援
する。

担当G 農林振興G　　水産・畜産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
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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

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

・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

【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）

⑤「法律」「条例」等に係る
施設及び設備等の点検に該当
せず。

取り組み状況は概ね目標に
沿って実施されているが，さ
らに電子決裁の利用に努めた
い。

着実に実行している状況であ
るため，今後も継続して実施
していきたい。

温室効果ガス管理シート（農村環境
改善センター）のとおり，昨年度と
比較して削減できた。

【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）

⑤「法律」「条例」等に係る
施設及び設備等の点検に該当
せず。

取り組み状況は概ね目標に
沿って実施されているが，さ
らに電子決裁の利用に努めた
い。

着実に実行している状況であ
るため，今後も継続して実施
していきたい。

温室効果ガス管理シート（農村環境
改善センター）のとおり，昨年度と
比較して削減できた。

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

9 名

0 名

理由

9 名

名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

9 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） 耕地課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-7611（内線3641）

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23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6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3日

研修効果 環境マネジメントシステム，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 研修実施状況は職場研修実施確認票に記載

【 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 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

○ 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

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 1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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第１１条及び鈴鹿市公共工事環境配慮
指針

地方公共団体は、第１０条第一項の規定により
届出を要する行為をしようとするときは、あら
かじめ、市長にその旨を通知しなければならな
い（施行令第８条により読み替え）
【対象建設工事】（施行令第２条）
○床面積８０㎡以上の建築物の解体
○床面積５００㎡以上の建築物の新築，増築
○請負金額１億円以上の建築物の新築，増築，
解体
○請負金額５００万円以上の建築物以外の工作
物の解体，新築
・「鈴鹿市公共工事環境配慮指針」
→土木工事（剪定，除草等管理業務委託を含
む。） 当初設計金額　５，０００千円以上，
建築工事 当初設計金額２０，０００千円以上の
物件は，「環境配慮チェックリスト」を設計書
に添付すること。

一定規模以上の公共工事 ―

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

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 2 事象無し 1 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し

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 ↓】

実施できた。下半期も継続して実施していく。 実施できた。次年度も継続して実施していく。

【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 ↓】

実施できた。下半期も継続して実施していく。 実施できた。次年度も継続して実施していく。

【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 ↓】

概ね実施できた。下半期も継続して実施していく。 概ね実施できた。次年度も継続して実施していく。

【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 ↓】

概ね実施できた。下半期も継続して実施していく。 概ね実施できた。次年度も継続して実施していく。

【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 ↓】

概ね実施できた。下半期も継続して実施していく。 概ね実施できた。次年度も継続して実施していく。

【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
　　　　　→

45
【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
　　　　　→

31
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

12.5% 8.9%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

360

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

347
徹底されている 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 ↓】

できる限り電子決裁を利用するように努めた。下半期も努めたい。
電子決裁を利用するように心がけてはいるが，添付書類が多く電子決裁を
利用しにくいものが多かった。次年度以降，更に比率をあげるよう努力し
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 ↓】

できる限りエコ製品の購入に努めた。下半期も努めたい。
エコ製品の購入を心がけているが，下半期は該当するものがなかっ
た。次年度もエコ製品の購入を心がけていきたい。

【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」

【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　　→

1
【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

33.3% 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→

3

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

11
徹底されている もう少し努力できる

個人個人で日を決めて実施してきた。下半期についても同様とした
い。

個人個人で日を決めて実施してきた。次年度についても同様とした
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 → 2

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 → 1

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

上半期作成済み 下半期作成済み

 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 → 7

【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 ↓】

上半期については，該当する工事のチェック表作成を行い，環境負荷低減を考慮
することが出来た。下半期についても，同様に環境に配慮した工事設計をした
い。

下半期については，該当する工事のチェック表作成を行い，環境負荷低減を考慮
することが出来た。次年度についても，同様に環境に配慮した工事設計をした
い。

【平成28年度】所属独自の環境目標

ため池のパトロールを実施し，廃棄物の撤去を行うなど環境保全に努める。

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

上半期同様，下半期についても，随時パトロールを行い，対処を行
う。

下半期についても，随時パトロールを行い，対処を行った。

随時 随時 随時

【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 ↓】

随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時
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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

・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）

公用車・公共工事ともに順守
できている。

職員一人一人が日々の業務の
中で目標を意識し，適切に取
り組めた。

各職員が，温室効果ガス削減や各種
目標を意識し業務に取り組んでお
り，運用状況は良好である。

【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）

公用車・公共工事ともに順守
できている。

職員一人一人が日々の業務の
中で目標を意識し，達成に向
けて取り組んでいる。

各職員が，温室効果ガス削減や各種
目標を意識し業務に取り組んでお
り，運用状況は良好である。

該当なし

該当なし

該当なし
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