
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

15 名

名

理由

15 名

名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

15 名

研修未実施人数 名

名

名

名

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

下半期あらたな研修対象外人数

所属（課等） 教育総務課

連絡先（内線・外線） 6111

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

Suzuka－ＥＭＳ職場研修

COOL　CHOICE運動について理解できた。

・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】

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

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

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】

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

※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

○ 備考

○ 備考

○ 備考評価事象無し

遵守 遵守

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

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 リフレッシュルーム

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/エアコン/冷蔵庫/洗濯機

テレビ（ブラウン管式） １台（教育長室）

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

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

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 レジェンドの法
定点検整備実施 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1

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
H9レジェンド（教育長車），

H16アクティ

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 遵守 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

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

3

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　

【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

793

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

791
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 ↓】

上半期に引き続き実施できた。次年度も継続して実施してまいりた
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

【環境目標 2】

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 ↓】

上半期に引き続き実施できた。次年度も継続して実施してまいりた
い。

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。

【↓ 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 ↓】

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。

【↓ 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

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。

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 ↓】

【環境目標 4】

【環境目標 3】

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。

【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 ↓】

上半期に引き続き実施できた。次年度も継続して実施してまいりた
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 ↓】

上半期に引き続き実施できた。次年度も継続して実施してまいりた
い。

【環境目標 6】

29.7%

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 ↓】

次年度は今年度を上回るべく取り組みたい。

上半期に引き続き実施できた。次年度も継続して実施してまいりた
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
　　　　　→

244
【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
　　　　　→

235

30.8%
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

概ね実施できたが，下半期は33％を目指すべく取り組みたい。

・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

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

7月 8月 9月 10月 11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 ↓】

在庫状況によ
り作成

在庫状況によ
り作成

在庫状況によ
り作成

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。

在庫状況によ
り作成

在庫状況によ
り作成

在庫状況によ
り作成

在庫状況によ
り作成

8

業務に支障がない範囲で徹底して出来た。下半期は上半期以上に実
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 ↓】

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

37
徹底されている

1月

 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 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底して出来た。次年度も同様に徹底して実施し
たい。

【平成28年度】所属独自の環境目標

教育委員会用封筒（長３，角２）作成時に，「鈴鹿エコモーション６」の取組をPRする表示を記載する。

年間計画及び実施状況

下半期に向けても，継続して実施していきたい。

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

在庫状況によ
り作成

 上半期
 作成枚数 →

4月 5月 6月

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
徹底されている

在庫状況によ
り作成

在庫状況によ
り作成

在庫状況によ
り作成

 下半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果

　※ 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

21.6%

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 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底して出来た。次年度も継続していきた
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　　→

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　　→

22.2%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

27

12月

在庫状況によ
り作成

【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 ↓】

次年度も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

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

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）

平成28年度の年間計画に関しては,事業計画の予定はありません。

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

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

基本目標 基本方針 施策

生活環境の保全と創造 健全な生活環境の保全 水環境の保全

実施施策
公共施設建設時の雨水等の活用方法の検

討
実施施策

詳細
学校建設時の雨水等の活用方法の検討 担当G 学校施設Ｇ

【環境基本計画 1】

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，徹底でき
た。

電子決裁については，昨年度より
0.5％以上増えた。グリーン購入
については，昨年度より購入件数
を増やすことができた。ノーカー
デーも励行した。

今年度については,該当なし。

電子決裁の利用に関しては,全員が意識
的に増加するよう積極的に取り組んでい
る。温室効果ガス排出については一層の
経済運転を励行していきたい。グリーン
購入については下半期も推進したい。

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

【環境基本計画 2】

基本目標 基本方針

実施施策
詳細

学校建設時等の太陽光発電システム導入の
検討

学校施設Ｇ

低炭素社会（地球温暖化対策）の推進 新エネルギーの導入

実施施策
公共施設における太陽光発電システムの導

入

施策

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

平成28年度の年間計画に関しては,事業計画の予定はありません。

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

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

【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）

新エネルギーの導入促進

担当G

法の遵守については，徹底でき
た。

電子決裁については，上半期にく
らべ下半期の利用割合が減ったた
め，今後向上できるよう努めた
い。

今年度については,該当なし。

電子決裁の利用に関しては,全員が意識
的に増加するよう積極的に取り組んでい
る。温室効果ガス排出については一層の
経済運転を励行していきたい。グリーン
購入については来年度も推進したい。

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

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

17 名

0 名

理由

17 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

17 名

研修未実施人数 0 名

名

名

名

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

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

所属（課等） 学校教育課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 6128

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

【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
環境マネジメントの必要性を認識し，課内職員の意識の向上と今後の取組への
高揚につながった。

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

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　修正版 研修実施人数

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

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 下半期あらたな研修対象外人数

　　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。）

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

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。

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ
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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　

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

【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，冷凍庫 ２台（１１階１１０１ミーティングルーム）／使用冷媒：Ｒ６００ａ

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 ↓】

こまめに消灯するなど節電を徹底した。さらに節電を意識し継続し
たい。

こまめに消灯するなど節電を徹底した。さらに節電を意識し継続し
たい。

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

・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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

【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

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 ↓】

紙の削減は徹底できた。さらに工夫し，印刷物の削減に努力してい
きたい。

両面印刷，Ｎアップ,プレビューを利用するなど紙の削減に努めた。
更に意識をもって継続していきたい。

【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 ↓】

室内温度の設定，パソコンの電源を切るなど節電を徹底した。さら
に意識を持ち，取組みを継続したい。

ウオームビズ，ウオームシェアを発信し効果的な暖房の仕方につい
て実践した。さらに継続していきたい。

事務用品を再利用し，必要最小限購入する。廃棄物分別をきちんと
するなどした。さらに継続して取り組みたい。

事務用品の再利用，繰り返し使うことを心がけた。廃棄物の分別も
意識して取り組むことが出来た。

【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

【↓ 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

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 ↓】

公用車の経済運転や公共機関の利用など心がけ取り組んだ。さらに
取組みを広げたい。

公用車の経済運転や公共機関の利用を心がけた。取組みを継続した
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

【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
　　　　　→

613
【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
　　　　　→

380
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

27.9% 21.3%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

2196

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1785
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 ↓】

さらに意識して，購入割合を高めたい。 さらに意識して，購入割合を高めたい。

【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 ↓】

電子決済への取組みを進めた。数値が上げられるよう取組みを進め
たい。

電子決済は資源保護につながることを意識し更に推進したい。

【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　　→

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　　→

1
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

11.1% 8.3%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

9

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

12
徹底されている 徹底されている

さらに取り組みを進めていきたい。 さらに取り組みを進めていきたい。

【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 → 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 → 2

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

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 ↓】

【↓ 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

来庁者へのＰＲのため，窓口カウンターに環境に関する文書を掲示する。

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

掲示物 掲示物 掲示物

【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 ↓】

掲示物 掲示物 掲示物 掲示物 掲示物 掲示物 掲示物 掲示物 掲示物

掲示物の見直しを図り，来庁者へのＰＲ効果を図りたい。 掲示物の見直しを図り，来庁者へのＰＲ効果を図りたい。
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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）

良好である。
もう少し努力できる項目もあ
るが，概ね良好であると考え
る。

該当なし

効果が出ている取組が多いが，紙の
削減，４Ｒ活動の取組を充実させる
ことで一層効果が上がると思われ
る。

【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）

良好である。
もう少し努力できる項目もあ
るが，概ね良好であると考え
る。

該当なし

効果が出ている取組が多いが，紙の
削減，４Ｒ活動の取組を充実させる
ことで一層効果が上がると思われ
る。

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

37 名

0 名

理由

37 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

28 名

研修未実施人数 0 名

9 名

0 名

0 名

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

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

所属（課等） 学校給食センター

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 内線：6220

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24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3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，地球温暖化について理解できた。

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職場研修資料 研修実施人数

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

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 下半期あらたな研修対象外人数

　　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。）

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

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。

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ
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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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

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

【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）

エアコン 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

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 定期点検 簡易点検 簡易点検

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

■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 ○

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

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）

冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫
冷蔵庫：12台，冷凍庫：4台，

冷凍冷蔵庫：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

■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

洗濯機 5台／2F洗濯室

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

11



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

冷房機

１６台
多目的室，休憩室，更衣室，廊下，２Fﾛﾋﾞｰ
見学廊下，２Fエントランス，事務室，和え
物室×1台
調理室×3台
コンテナ室（西）×2台
洗浄室　×　3台
揚げ物，焼き物，蒸し物調理室　×3台

上半期 下半期

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

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 1台／H４トゥディ

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

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

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（面積500㎡以上又は駐
車台数40台以上）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。

駐車場 300㎡／4０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

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
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

冷房機（エアコン）及び
冷却塔（冷温水発生器）

【冷房機（エアコン）R410A×１６台】【冷却
塔（冷温水発生器）1台】（合計３５２KW）

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

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



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

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

冷房機（エアコン）及び
冷却塔（冷温水発生器）

【冷房機（エアコン）R410A×１６台】【冷却
塔（冷温水発生器）1台】（合計３５２KW）

上半期 下半期

9

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

冷房機（エアコン）及び
冷却塔（冷温水発生器）

【冷房機（エアコン）R410A×１６台】【冷却
塔（冷温水発生器）1台】（合計３５２KW）

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

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
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

送風機
①7.5kw × 1台②15kw × 5台③
11kw × 1台④18.5kw × 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

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

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

送風機
①7.5kw × 1台②15kw × 5台③
11kw × 1台④18.5kw × 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

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

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



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

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

送風機
①7.5kw × 1台②15kw × 5台③
11kw × 1台④18.5kw × 1台

上半期 下半期

13

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）

【ボイラー３台】（伝熱面積）9.98㎡（熱出力）
1.25kcal／ｈ（燃料消費量）115.8㎥N/ｈ
（冷温水発生機１台／（伝熱面積）11.0㎡／（燃焼
能力）17.3㎥N/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

14

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

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　１50
ｐｐｍ
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

冷温水発生機小型貫流ボイラー

（冷温水発生機１台／（伝熱面積）
11.0㎡／（燃焼能力）17.3㎥N/ｈ）

（小型貫流ボイラー３台／（伝熱面積）
9.98㎡／（燃焼能力）112.7㎥N/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

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

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　１50
ｐｐｍ
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

冷温水発生機小型貫流ボイラー

（冷温水発生機１台／（伝熱面積）
11.0㎡／（燃焼能力）17.3㎥N/ｈ）

（小型貫流ボイラー３台／（伝熱面積）
9.98㎡／（燃焼能力）112.7㎥N/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

16

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

14



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

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　１50
ｐｐｍ
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

冷温水発生機小型貫流ボイラー

（冷温水発生機１台／（伝熱面積）
11.0㎡／（燃焼能力）17.3㎥N/ｈ）

（小型貫流ボイラー３台／（伝熱面積）
9.98㎡／（燃焼能力）112.7㎥N/ｈ）

上半期 下半期

17

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

18

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 ↓】

業務に差し支えのない範囲で消灯するなど，良好であった。 業務に差し支えのない範囲で消灯するなど，良好であった。

【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

・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 ↓】

印刷前にプレビュー確認するようにし，両面印刷を心がけ，良好で
あった。

印刷前にプレビュー確認するようにし，両面印刷を心がけ，良好で
あった。

【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 ↓】

経済運転の励行や，パソコンの電源を切るなど，良好であった。 経済運転の励行や，パソコンの電源を切るなど，良好であった。

【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 ↓】

公用車の経済運転に心がけ，近隣移動時は徒歩で行っている。 公用車の経済運転に心がけ，近隣移動時は徒歩で行っている。

【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 ↓】

物品はできるだけ長く使うようにしており，残飯等は肥料にするよ
うにしている。

物品はできるだけ長く使うようにしており，残飯等は肥料にするよ
うにしている。

【環境目標 5】

15
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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
　　　　　→

7
【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
　　　　　→

3
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

7.4% 3.8%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

94

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

80
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 ↓】

引き続き環境配慮物品の購入に努める。 引き続き環境配慮物品の購入に努める。

【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 ↓】

できる範囲で電子決裁を行うよう努めている。 できる範囲で電子決裁を行うよう努めている。

【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

　※ 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　　→

2
【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

100.0% 100.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

2

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

1
徹底されている 徹底されている

ノーカーデーをできる日は極力行った。 ノーカーデーをできる日は極力行った。

【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 → 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 → 6

【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

給食の食材に地元のものを取り入れる地産地消の推進に努め，園児・児童に配布する「こんだてひょう」にベルディーマーク及び地産地消の推進に努めている文
言を入れて配信する。

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

周知に役立っているので下半期も続ける。 周知に役立っているので次年度も続ける。

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

16
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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）

施設設備等の点検において適
用法令等を遵守している。

通路の照明や自動ドアの手動
への切り替えなど日常のこと
から意識付けのために取り組
んでいる。

該当なし

夏でも熱を使ったり，冬でも水道水
で洗浄をするなど厳しい状況である
が，体調を考慮しながら，冷暖房機
器の使用には環境にも配慮したい。

【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）

施設設備等の点検において適
用法令等を遵守している。

通路の照明や自動ドアの手動
への切り替えなど日常のこと
から意識付けのために取り組
んでいる。

該当なし

冷房機器を使用するときには，熱を
使う作業場で体調を考慮しながら
も，引き続き環境に配慮して使用し
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

1 名

0 名

理由

1 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

1 名

研修未実施人数 名

名

1 名

名

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

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

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7日

所属（課等） 第二学校給食センター

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 388-0330

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

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

【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 Suzuka-EMS職場研修 下半期に研修を行った人数

研修効果 環境に関する意識向上 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 下半期あらたな研修対象外人数

研修効果 環境に関する意識向上

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。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

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

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

　　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。）

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

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）

保存食用冷凍庫／プレハブ冷凍庫
保存食用冷凍庫4台／プレハブ冷凍庫2

台

上半期 下半期

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

1

　　　　　　　　　　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

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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

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）

冷蔵庫／パススルー冷蔵庫／冷凍冷蔵庫
／プレハブ冷蔵庫

冷蔵庫1台／パススルー冷蔵庫６台／冷
凍冷蔵庫1台／プレハブ冷蔵庫４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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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

3

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）

ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（真空冷却機）※冷凍冷
蔵機器

ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（真空冷却機）2台　出
力11.25Kw

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

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

■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
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

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）

GHP（ガスヒートポンプ） GHP8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

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

■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

8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

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）

EHP（電気モータヒートポンプ） EHP4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

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
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

6

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 1台　会議室

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／冷凍庫
4台（冷蔵庫3台、冷凍庫1台）

事務室／会議室

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

7

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

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 6台　洗濯室

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

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

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

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 1台　Ｈ27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

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

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

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（面積500㎡以上又は駐
車台数40台以上）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。

駐車場 49台

上半期 下半期

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

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】
（工業地域）６：００～８：００　65ｄＢ／
８：００～１９：００　70ｄＢ／１９：００～
２２：００　65ｄＢ／２２：００～６：００
60ｄＢ

送風機
片吸込シロッコファン11.0ｋｗ５台・

１８.5ｋｗ２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

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）

送風機
片吸込シロッコファン11.0ｋｗ５台・

１８.5ｋｗ２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

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

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　１50
ｐｐｍ
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

蒸気ボイラー
小型貫流ボイラー連結型／定格出力：
1,250kg/h（換算基準量2,000kg/h）／
HKM-2000G-F／３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

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

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

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　１50
ｐｐｍ
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

蒸気ボイラー
小型貫流ボイラー連結型／定格出力：
1,250kg/h（換算基準量2,000kg/h）／
HKM-2000G-F／３台

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 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　１50
ｐｐｍ
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

蒸気ボイラー
小型貫流ボイラー連結型／定格出力：
1,250kg/h（換算基準量2,000kg/h）／
HKM-2000G-F／３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

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第５条

浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の
変更（国土交通省令・環境省令で定める軽微な
変更を除く。）をしようとする者は、国土交通
省令・環境省令で定めるところにより、その旨
を都道府県知事及び当該都道府県知事を経由し
て特定行政庁に届け出なければならない（ただ
し書き省略）。

浄化槽
合併処理／ピークカット流量調整型嫌気
ろ床担体流動ろ過循環方式／１８人槽

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

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

浄化槽法第１０条，第１１条

【第10条】浄化槽管理者は、環境省令で定める
ところにより、毎年一回（環境省令で定める場
合にあつては、環境省令で定める回数）、浄化
槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければな
らない

【第１１条】浄化槽管理者は、環境省令で定め
るところにより、毎年一回（環境省令で定める
浄化槽については、環境省令で定める回数）、
指定検査機関の行う水質に関する検査を受けな
ければならない

浄化槽
合併処理／ピークカット流量調整型嫌気
ろ床担体流動ろ過循環方式／１８人槽

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

浄化槽法第１０条の２

浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄
化槽管理者になった者は、変更の日から30日以
内に、環境省令で定める事項を記載した報告書
を都道府県知事に提出しなければならない。

浄化槽
合併処理／ピークカット流量調整型嫌気
ろ床担体流動ろ過循環方式／１８人槽

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

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

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

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30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。

浄化槽
合併処理／ピークカット流量調整型嫌気
ろ床担体流動ろ過循環方式／１８人槽

上半期 下半期

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規定による
保守点検又は清掃の記録を作成（業者への委託
可）・保管（3年間）しなければならない。

浄化槽
合併処理／ピークカット流量調整型嫌気
ろ床担体流動ろ過循環方式／１８人槽

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

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 ↓】

事務室以外は出来ている。事務室は引き続き消灯するように努め
る。

事務室以外は出来ている。事務室は引き続き消灯するように努め
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 ↓】

両面印刷を基本設定としている。引き続きNアップ印刷に努める。 両面印刷を基本設定としている。引き続きNアップ印刷に努める。

【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

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 ↓】

十分に出来なかった。引き続き節電に努める。 十分に出来なかった。引き続き節電に努める。

【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

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 ↓】

十分出来なかった。引き続き経済運転を心がける。 十分出来なかった。引き続き経済運転を心がける。

【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

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 ↓】

十分出来なかった。引き続き，4R活動を励行する。 少し改善した。引き続き，4R活動を励行する。

【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
　　　　　→

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
　　　　　→

2
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

2.7% 3.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

37

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

67
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 ↓】

購入の際は，環境配慮物品の購入に努める。 購入の際は，環境配慮物品の購入に努める。

【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 ↓】

可能な範囲で電子決裁を行うよう努める。 可能な範囲で電子決裁を行うよう努める。

【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　　→

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

ノーカーデーをできる日は，極力行った。 ノーカーデーをできる日は，極力行った。

【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 → 1

【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

より一層の努力が必要 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 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

納入食材の包装の簡素化，梱包段ボールの持ち帰りを行ってもらい，ごみ減量化を推進する。

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

立会い指導

【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

もう少し努力できる 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 ↓】

立会い指導 立会い指導

引き続き，ごみ減量化に努める。 引き続き，ごみ減量化に努める。
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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）

十分に満足できる結果であ
る。

もう少し努力できることが多
いので，後期には改善を図り
たい。

該当なし
職員は少ないが，改善できるところ
は改善していく。

【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）

十分に満足できる結果であ
る。

改善が見受けられるが，もう
少し努力できることも多いの
で，引き続き改善を図りた
い。

該当なし
職員は少ないが，改善できるところ
は改善していく。

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

20 名

0 名

理由

20 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

名

研修未実施人数 20 名

名

20 名

名

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

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

所属（課等） 教育指導課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） （6132，３８２－９０２８）

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30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18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

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 課員全員 上半期の研修対象外人数

備考 下半期実施予定のため

【 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 研修実施人数

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

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研修資料 下半期に研修を行った人数

研修効果
地球温暖化のしくみや，国際的な取組，鈴鹿市環境方針とのかかわりを学ぶこ
とができた。 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 課員全員　下半期に学習会を計画していたため 下半期あらたな研修対象外人数

　　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。）

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

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。

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ
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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　

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

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

環境の保全のための意欲の増進及び環境
教育の推進に関する法律第６条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境保
全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並
びに協働取組の推進に関し、国との適切な役割
分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自
然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実
施するよう努めるものとする。

環境行政 －

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 ↓】

始業前，昼休みの消灯が徹底している。下半期も継続する。 始業前，昼休みの消灯は下半期も徹底した。来年度も継続する。

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

・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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

【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 ↓】

両面印刷や，PP資料の４面印刷などを徹底している。下半期も継続
する。

両面印刷や，PP資料の４面印刷などを徹底している。来年度も継続
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

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 ↓】

室内温度を遵守し，適正な体温の維持のため服装などの工夫をしている。
室内温度を遵守するとともに，退庁時にPCのディスプレー電源を切
ることも徹底できた。来年度も継続する。

課内の回覧文書における印刷用紙の裏面使用を進めている。
上半期の実践に加え，外部から届いた郵便物の封筒の再利用を進め
ている。

【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 ↓】

公用車において，法定速度付近での運転ができている。 公用車において，法定速度付近での運転ができている。
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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

【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
　　　　　→

959
【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
　　　　　→

702
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

38.4% 38.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

2498

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1845
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 ↓】

【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 ↓】

県教委等からメールで配信される文書について，電子決裁の意識が高い。
下半期も継続する。

外部から依頼された文書についても，できるだけ電子メールでの依頼をお
願いするなど，意識を高めている。来年度も継続する。

【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→

必要に応じて，定期的に実施したが，人数に対する実施回数が少な
いので，下半期は増やすようにする。

必要に応じて，定期的に実施し，昨年度よりも若干増えたが，実施
回数はまだ少ない。

【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 → 2

【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

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 ↓】

【↓ 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

　鈴鹿市学校EMS事業を受け,市内小中学校の中から実践協力校を指定し，体系的，継続的な環境教育の推進を行うとともに，市内各幼小
中学校（園）にその成果を広めていく。

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

各学校で，地域の特徴に応じた取組が進んでいる。 各学校で，地域の特徴に応じた取組が進んでいる。

実施計画における
指導・助言

実施計画における指導・
助言SuzukaECO2プロ
ジェクトの取り組み（２

学期の振り返り）

報告

【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 ↓】

各学校への環境教
育計画作成依頼

実施計画における
指導・助言

学校環境デーの取
り組み

Suzuka-ECO2プ
ロジェクトの取組
（１学期の振り返

り）

実施計画における
指導・助言

実施計画における
指導・助言

実施計画における
指導・助言

実施計画における指導・
助言SuzukaECO2プロ
ジェクトの取り組み（２

学期の振り返り）

29



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

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

環境教育・学習の充実 環境教育・学習の推進 環境教育・学習の推進

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

全ての学校において，社会，総合，理科といった，教科の学習過程に位置づけて環境学習に取り組む様子が見られた。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

小学校においては，取り組む学年に偏りが見られるので，学校全体，もしくは全ての学年で取り組む活動が増えるように助言をしてい
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

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
環境教育年間計画作成及び「学校環境デー」に
おける取組

実施施策
詳細

環境教育年間計画作成・実施の推進及び学校環
境デー（６月５日）に合わせ，各学校における
環境学習推進への指導・助言

担当G 指導G

年間計画（P）
（当初入力）

4月：各学校への環境教育計画作成依頼　　　　5月：実施計画における指導助言　6月５月：学校環境デーの取組
9月～2月：実施計画における指導助言　　　　3月：報告

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

全ての幼稚園，小中学校について，地域の実態や児童生徒の実態に合わせた取組が，年間指導計画に基づいて行われてきた。

年間計画（P）
（当初入力）

4月：各学校への実施施策の紹介　　5月：SuzukaECO2プロジェクト実施校決定，実施計画における指導助言　6月7月：チャレン
ジ・エコスクール，SuzukaECO2プロジェクトの実施　9月～2月：実施計画における指導助言　　　　3月：報告

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

全ての幼稚園，小中学校について，地域の実態や児童生徒の実態に合わせた取組が，年間指導計画に基づいて行われてきた。

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

環境学習に関連する図書やICT機材を活用し，各学校のテーマに合わせて，学習を深めていく様子が見られた。

改　 善（Ａ）
（３月入力）

学校によって取組の差があるので，すべての学校において計画的で創意工夫した実践が行えるよう，指導助言をしていく。

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 環境教育・学習の推進 環境教育・学習の推進

実施施策
チャレンジ・エコスクールの実施

SuzukaECO2プロジェクトの取り組み
実施施策

詳細
学校（幼稚園）の教育活動における節
電，節水等の取組の推進

担当G 指導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

【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）

教育指導課として行うこと
や教育委員会として学校現
場に求めて行くこと等を考
慮して，環境活動を推進し
ている。

職員が無理のない範囲で目
標について意識し，日々の
業務を遂行する中で取組を
推進している。

各学校の特色ある取組の中
で，特徴に応じた活動が進
められている。

電子決裁の推進等，数値的にも効
果が現れていると評価することが
できる。

【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）

教育指導課として，学校現
場が体系的な環境教育に取
組ができるよう，情報の提
供を行っている。

職員一人一人の目標への意
識が高まっており，適切に
取組が推進されている。

全ての学校において，特色
ある取り組みが進められて
いるが，児童生徒の特徴に
応じた取組の推進も必要で
ある。

年間通して徹底できていることが
大半であり，定着していることは
評価することができる。

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

16 名

0 名

理由

16 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

16 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

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

所属（課等） 教育支援課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 6153

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12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 実施した全職員の環境への知識理解が進み，意識向上が図られた。

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

・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。）

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

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。

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ
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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

○ 備考

○ 備考

破棄・廃止のみ 青パト5号H12ライトエースノア （3月末・管財課所管換え）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

【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 ３台　さつき教室

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

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

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

冷蔵庫 けやき教室／1台　さつき教室／1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・液晶式）
けやき教室／ブラウン2台・液晶1台

さつき／ブラウン管1台

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

3

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

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
青パト1号H18ザッツ/青パト2・3号H17アクティ/
青パト4号H16アクティ/青パト5号H12ライトエー

スノア/青パト6号・7号H20ライフ

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

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 青パト5号　3月末管財所管換え
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○ 備考

○ 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

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（さつき・けやき）廃棄物全般

上半期 下半期

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

浄化槽法第５条

浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の
変更（国土交通省令・環境省令で定める軽微な
変更を除く。）をしようとする者は、国土交通
省令・環境省令で定めるところにより、その旨
を都道府県知事及び当該都道府県知事を経由し
て特定行政庁に届け出なければならない（ただ
し書き省略）。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ床単体流動生物ろ過方
式/8人槽

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

評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

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

浄化槽法第１０条，第１１条

【第10条】浄化槽管理者は、環境省令で定める
ところにより、毎年一回（環境省令で定める場
合にあつては、環境省令で定める回数）、浄化
槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければな
らない

【第１１条】浄化槽管理者は、環境省令で定め
るところにより、毎年一回（環境省令で定める
浄化槽については、環境省令で定める回数）、
指定検査機関の行う水質に関する検査を受けな
ければならない

浄化槽
合併処理／嫌気ろ床単体流動生物ろ過方
式/8人槽

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

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

浄化槽法第１０条の２

浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄
化槽管理者になった者は、変更の日から30日以
内に、環境省令で定める事項を記載した報告書
を都道府県知事に提出しなければならない。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ床単体流動生物ろ過方
式/8人槽

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

評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

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

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30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。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ床単体流動生物ろ過方
式/8人槽

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

評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

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

浄化槽法施行規則第５条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規定による
保守点検又は清掃の記録を作成（業者への委託
可）・保管（3年間）しなければならない。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ床単体流動生物ろ過方
式/8人槽

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

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 ↓】

上半期を通して実施。下半期も節電を徹底していく。 下半期を通して実施。来年度も節電を徹底していく。

【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 ↓】

上半期を通して実施。下半期も印刷ミスの削減，両面印刷の励行な
ど努力していく。

下半期を通して実施。来年度も印刷ミスの削減，両面印刷の励行
等，努力していく。

【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 ↓】

上半期を通して実施。下半期も節電を徹底していく。 下半期を通して実施。来年度も節電を徹底していく。

【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 ↓】

上半期を通して実施。下半期もパトロール業務において，エコ運転
に努めていく。

下半期を通して実施。来年度もパトロール業務において，エコ運転
に努めていく。

【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 ↓】

上半期を通して実施。下半期も無駄を減らす努力を継続していく。 下半期を通して実施。来年度も無駄を減らす努力を継続していく。

【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
　　　　　→

238
【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
　　　　　→

197
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

27.0% 23.4%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

882

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

843
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 ↓】

消耗品等は，エコ・グリーン商品をなるべく購入するように努めて
いきたい。

消耗品等は，エコ・グリーン商品をなるべく購入するように努めて
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 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

上半期を通して実施。下半期も，電子決済の励行に努めていく。 下半期を通して実施。次年度も，電子決済の励行に努めていく。

【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　　→

3
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

0.0% 10.3%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

1

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

29
もう少し努力できる 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

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【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」

上半期を通して月1回実施。下半期も月1回ノーカーデーを設定し，
その前後で車通勤しない日を継続していく。

下半期を通して月1回実施。来年度も月1回ノーカーデーを設定し，
その前後で車通勤しない日を継続していく。

【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 → 6

【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

生徒会研修会での実践交流や研修を行うことにより，児童会・生徒会が主体となった環境美化活動に取り組むとともに，地域が実施する環境美化活動への児童生徒の積極的な参加を働きかける。
環境問題に対する市民の関心を高めるため，イベントでのごみの分別と持ち帰りについて周知徹底する。

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

校内での活動
地域活動
への参加

校内での活動
地域活動
への参加

校内での活動
地域活動
への参加

【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 ↓】

生徒会顧問
担当者会
（計画）

海岸清掃など

生徒会顧問
担当者会
（計画）

廃品回収など

生徒会研修会
（実践交流）

地域活動
への参加

校内での活動
地域活動
への参加

校内での活動
地域活動
への参加

生徒会顧問
担当者会

校内での活動
地域活動
への参加

生徒会研修会
（研修・実践

交流）

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）

海岸清掃や廃品回収などを地域や中学校区で実施。生徒会研修会も予定通
り実施された。

年間通して実施。次年度も環境美化活動への積極的な参加を呼びかけ，充
実を図っていく。

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）

上半期を通して全体的に順守して
おり，下半期も継続して順守して
いくことが必要である。

無駄をなくすという観点で設定し
ており，目標及び取組は適切であ
ると考えている。

無駄を減らす取組がされており，
今後も節電や電子決裁など無駄を
減らす努力を継続していく。

全体的に適切に取組が行われており，今
後も無駄を省き適切な運用を継続してい
くよう努める。

【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）

下半期を通して全体的に順守して
おり，次年度も継続して順守して
いくことが必要である。

無駄をなくすという観点で設定し
ており，目標及び取組は適切であ
ると考えている。

無駄を減らす取組がされており，
今後も節電や電子決裁など無駄を
減らす努力を継続していく。

全体的に適切に取組が行われており，今
後も無駄を省き適切な運用を継続してい
くよう努める。
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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

5 名

0 名

理由

4 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

3 名

0 名

2 名

0 名

名

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

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

所属（課等） 鈴鹿市人権教育センター

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 384-7411

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

【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1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 研修を行うことにより，理解が深められ，意識も向上した。 研修未実施人数

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 職場研修実施確認票は電子媒体で保存

【 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

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

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 下半期あらたな研修対象外人数

　　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。）

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

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。

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ
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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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

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

【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
4台：人権教育センター分（多目的室外・事

務室外×２・アクアレラ外）

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

■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

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
8台：一ノ宮分館分（分館西×４・憩いの家

北×３・憩いの家東）

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

■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

○ 備考

3

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）

業務用空調機器 2台：玉垣分館分（分館西・分館東）

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

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

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

4

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
人権教育センター１台(ノンフロン）

一ノ宮分館１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

空調機器 １４台

上半期 下半期

評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

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

5

評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

1月 2月 3月

評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し

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（さつき・けやき）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

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

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

7

1月 2月 3月

評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し 評価事象無し

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 ↓】

常に節電を意識し，業務に差し支えのない程度で消灯を徹底してい
る。

常に節電を意識し，業務に差し支えのない程度で消灯を徹底してい
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

・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 ↓】

声を掛け合ったり，話題にすることにより，両面印刷や印刷ミスを
減らすように取り組んでいる。

声を掛け合ったり，話題にすることにより，両面印刷や印刷ミスを
減らすように取り組んでいる。

【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 ↓】

冷房の温度設定，運転時間など，節電を心掛けた。また，長時間離
席時にはパソコンの電源を切ることを各々が取り組んでいる。

冷房の温度設定，運転時間など，節電を心掛けた。また，長時間離
席時にはパソコンの電源を切ることを各々が取り組んでいる。

【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 ↓】

公用車はないが，必要時には役所の公用車を借りて使用している。
近隣移動時は，徒歩か自転車の使用を心掛けている。

公用車はないが，必要時には役所の公用車を借りて使用している。
近隣移動時は，徒歩か自転車の使用を心掛けている。

【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 ↓】

各職員が意識し，取り組むとともに，廃棄物の分別はセンター利用
者にも呼びかけ，徹底している。

各職員が意識し，取り組むとともに，廃棄物の分別はセンター利用
者にも呼びかけ，徹底している。

【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
　　　　　→

20
【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
　　　　　→

12
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

60.6% 52.2%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

33

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

23
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 ↓】

該当製品がなかった。 該当製品がなかった。

【↓ 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 ↓】

今後もさらに電子決裁を推進していきたい。 今後もさらに電子決裁を推進していきたい。

【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
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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 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 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

毎週行うイベントのチラシの中に，廃品の活用やゴミの分別・減量，クールビズの取り組み等を掲載し，環境問題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

毎月配布するチラシへの記述やポスターの掲示を行い，市民の目に触れる
ようにした。

毎月配布するチラシへの記述やポスターの掲示を行い，市民の目に触れる
ようにした。

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

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

【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 ↓】

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

共生交流
ひろば

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

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

【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）

定期的な点検をすることが意
識の向上になっている。

参加者や利用者にもゴミの分
別を呼びかけるなどし，職員
同士でも声かけをして取り組
んだ。

該当なし
年間では微増であるが，月ごとの増
減があり冷房の使用頻度の高い時期
について考えていきたい。

【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）

定期点検を行なうことによ
り，確認を行なっている。

ゴミの分別など職員で確認を
しながら行なっている。利用
者への発信も行なっている。
後期はノーカーデーの取り組
みも行ないたい。

該当なし
電気使用量が微増したこともあり，
今後も環境問題を意識しながら職員
と取り組んでいきたい。

42


