
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

0 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

※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。）

研修実施人数

上半期の研修対象外人数

「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

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

㈱三重銀行　市金庫担当（指定金融機関）

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

・・・・・・・

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6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

㈱三重銀行　市金庫担当（指定金融機関）

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】

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)

環境マネジメントシステム，地球温暖化について学ぶことができた。

・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。

【上半期】

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

所属（課等） 会計課

連絡先（内線・外線） 内線3051

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

上半期は徹底することができた。下半期も引き続き徹底していきた
い。

【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 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11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

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

業務に支障のない範囲で徹底することができた。下半期も引き続き実
施したい。

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 ↓】

下半期も徹底できた。引き続き節電に取り組んでいきたい。

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

【↓ 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】

上半期は徹底することができた。下半期も引き続き実施していきた
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 ↓】

下半期も徹底することができた。引き続き実施していきたい。

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 ↓】

下半期も徹底することができた。引き続き徹底していきたい。

該当なし

該当なし

該当なし

2



環境活動報告シート（平成28年度）

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

下半期も徹底することができた。引き続き実施していきたい。

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

50.0%

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 ↓】

下半期も実施することができた。次年度も物品購入時には，エコ製品
を購入するように努めたい。

　　【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　　→

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　　→

33.3%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

3

　※ 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】

【環境目標 6】

20.7%

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 ↓】

次年度も引き続き，電子決裁の推進に努めたい。

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

下半期も徹底することができた。引き続き分別を徹底していきたい。

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
　　　　　→

35
【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
　　　　　→

30

26.3%
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 ↓】

下半期も徹底することができた。引き続き実施していきたい。上半期は徹底することができた。下半期も引き続き実施したい。

【↓ 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 ↓】

上半期は徹底することができた。下半期も引き続き徹底していきた
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 ↓】

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 →
4

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

【上半期】環境目標５に対する所属の結果

3

【上半期】環境目標４に対する所属の結果

物品購入時にはグリーン購入に努めたい。

【↓ 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→

6
徹底されている

133

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

145
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 ↓】

上半期は電子決裁を推進することができた。下半期も引き続き電子決
裁を推進するようにしたい。

【環境目標 4】

上半期は徹底することができた。下半期も引き続き実施したい。

【↓ 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

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

該当なし。

日常的に行えることを目標とし
て設定し，各職員が着実に実施
することができたが，引き続き
徹底していきたい。

該当なし。

各職員が，環境目標等を常に意識して
取り組むことができたが，今後も各職
員の意識を高め，より有効な取り組み
にしていきたい。

【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

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

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 ↓】

次年度も引き続き取り組んでいきたい。

【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，メール送信時に署名欄を利用して環境啓発文を掲載する。

年間計画及び実施状況

施策

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

【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。
日常的に行えることを目標とし
て設定し，各職員が着実に実施
することができた。

該当なし。

各職員が，環境目標等を常に意識して
取り組むことができたが，今後も継続
的に実施することによって，各職員の
意識を高め，より実効性の高い取り組
みにしていきたい。

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

引き続き実施していきたい。

実施 実施 実施 実施

該当なし

該当なし

該当なし
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