
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

29 名

4 名

理由

29 名

4 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

29 名

研修未実施人数 4 名

0 名

3 名

4 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

所属（課等） 鈴鹿市立平田野中学校

連絡先（内線・外線） 059-378-0126

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

・・・・・・・

提出日 平成28年6月3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11日

下
半
期

環境管理責任推進員

点検の頻度製品区分

エアコンディショナー

【 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

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

育児休職取得者：２人，病気休暇（休職）中：２人

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】

　　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。）

平成２８年度Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ　職場研修資料

環境マネジメントについて理解できた

・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・（育児及び病気休職中）

職場研修実施確認表に記入した。　前年度よりも好評だった。

平成２８年度Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ　職場研修資料

・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。

育児休職取得者：２人，病気休暇（休職）：２人  

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

環境マネジメントについて理解できた

・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・（育児休業３人が取得のため雇用された臨時職員）

・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・（育児及び病気休職中）

1年に1回以上

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）

　　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。

※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

下半期あらたな研修対象外人数

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

【下半期】

1

規模，能力等

変更前 変更後

破棄・廃止のみ

充填量（t）
（3月入力）

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守

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。）

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

購入・導入のみ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

上半期

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】

　※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)）

対象台数

■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 7台

遵守 遵守 遵守遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

○

1月 2月 3月

適用法令等 遵守事項

ガスヒートポンプマルチエアコン

下半期

評価事象無し

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

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）

7台

12月

該当活動，設備等

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
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環境活動報告シート（平成28年度）

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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
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

2台（体育館ミーティングルーム・倉
庫）

4

テレビ（ブラウン管式）

上半期 下半期

遵守

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
9台（校長室・ふれあい２台・保健室・家庭科準
備室・職員室・体育館ミーティングルーム・調理

準備室・共同調理室）

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

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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

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）

牛乳保冷庫 1台（配膳室）

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

該当活動，設備等 規模，能力等

1月 2月 3月

遵守

評価事象無し
倉庫保管テレビを特定家庭用機器として
処分した。（保有台数１台）

遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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
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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

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等

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

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 2台（保健室・家庭科準備室）

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月

5

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

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／接触ばつ気方式／３６０人槽

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

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等

遵守 遵守

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。

施設廃棄物全般

上半期 下半期

廃棄物

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

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）。

合併処理／接触ばつ気方式／３６０人槽

上半期 下半期

浄化槽

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月

下半期

浄化槽

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

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

遵守 遵守 遵守 遵守

遵守 遵守

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

合併処理／接触ばつ気方式／３６０人槽

上半期

4



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

11

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／接触ばつ気方式／３６０人槽

上半期 下半期

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／接触ばつ気方式／３６０人槽

上半期 下半期

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等

遵守 遵守 遵守 遵守 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

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

上半期 下半期

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

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

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条

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

駐車場 64台

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

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

5



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 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 4】

【環境目標 3】

離れるときは，ノートパソコンを締めた状況にしている。継続実施

【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

今後も継続実施
２枚以上ときは両面印刷する。

【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 ↓】

今後も継続実施
離れるときは，ノートパソコンを締める。

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

昼休みに限らず使用していない所は消灯もしくは半灯にしている。継
続実施

今後も継続実施
昼休みに限らず使用していない所は消灯もしくは半灯にする。

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

【下半期】環境目標2に対する所属の結果

【環境目標 2】

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

今後も継続実施
鈴鹿市の規定にあわせて分別を徹底する。

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

【下半期】環境目標５に対する所属の結果

徹底している

【環境目標 5】

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 ↓】

今後も継続実施
エコ運転に取り組む。

エコ運転を呼びかけて取り組んでいる。　継続実施

【↓ 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 ↓】

鈴鹿市の規定にあわせて分別の徹底をしている。継続実施

【↓ 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

２枚以上ときは必ず両面印刷としている。継続実施

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

・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

15

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

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

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

6



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

節水節電
啓発

エコキャッ
プ回収啓発

バザー
地域

美化活動参
加

 上半期
 作成枚数 →

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月 3月

 上半期
 実施回数 →

【環境目標 9】

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

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 ↓】

　※ 「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

3

今後も継続してグリーン購入を推進していく。

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

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

 下半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

28
徹底されている

92

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

150
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 ↓】

その他の報告文書については，電子決済を利用する。

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

計画通り実施できた。

【平成28年度】所属独自の環境目標

年間通じてエコキャップ回収と節電について啓発活動を行います。
日頃から校内美化に心がけ環境保全に努めます。

年間計画及び実施状況

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

大掃除

計画通り実施する。

エコキャッ
プ回収啓発

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

実施なし

地域
美化活動参

加

節水節電
啓発

大掃除

【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 ↓】

エコキャッ
プ回収啓発

節水節電
啓発

86

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

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

　※ 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】

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

2
【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
　　　　　→

1

2.2%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

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

10.7%

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 ↓】

来年度もグリーン購入を推進していく。

　　【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

　　【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

【環境目標 6】

0.7%

もう少し努力できる

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

メール提出の文書については，できるだけ電子決済を利用する。

　※ 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　　→

23
【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　　→

26.7%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

12月

大掃除

【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

7



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）

法の順守は満足できる取組で
あった。

環境への取り組みは概ね出来
た。

気温の変化に左右されるが下半期への
課題として，取り組んで欲しい。

訓 練 内 容

訓 練 効 果
名

施策

担当G

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

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針

実施施策
詳細

実施施策

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

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

備　　　考

【上半期】

実施人数 実　施　日

各種資料名

法の順守は満足できる取組で
あった。

環境への取り組みは概ね出来
た。

新設移転２年目で，基準と成る数的値
がまだ定まらずにいる。前年度だけの
取り組みと成っているのが，節減への
取り組みは今後も重要課題として取組
んでいく。

【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）

該当なし

該当なし

該当なし

8
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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

41 名

0 名

理由

41 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

37 名

研修未実施人数 0 名

4 名

1 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

所属（課等） 白鳥中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-378-0046

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5月10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】

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」環境マネジメント、地球温暖化等について 研修実施人数

研修効果 パワーポイント資料により環境マネジメント、地球温暖化等に関する知識・理解が深まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

各種資料名・内容 ｢Suzuka-ＥＭＳ職場研修」環境マネジメント、地球温暖化等について 下半期に研修を行った人数

研修効果 パワーポイント資料により環境マネジメント、地球温暖化等に関する知識・理解が深まった。 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 ・・・・・・・，病気休暇の職員に変わる臨時的任用となったため

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

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。

　　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。）

下半期あらたな研修対象外人数
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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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

牛乳保冷庫の簡易点検整備記録簿及び簡易点検記録簿の作成

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

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

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）

空冷ヒートポンプエアコン
9台　校長室、1階屋外４台、ミーティン

グ、多目的、牛乳配膳、心の教室

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

■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
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台　牛乳保管庫

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

■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

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）

製氷機 1台　職員室

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

■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

4

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）

ウォータークーラー
4台　職員室、体育館外、中館渡り廊下、南

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

■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

5

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

エアコン 8台　配膳室、保管庫6台、図書室

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

5

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫
５台　第1理科室、調理室、８組、保健室、
職員室

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

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（ブラウン管式）
7台　第1理科室・第2理科室・第1音楽室・体育
館ミーティングルーム・技術室準備室・7組・8

組

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

12



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

7

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機 1台　調理室

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

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

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

8

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／接触ばつ気方式／３５４人槽

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

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

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

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／接触ばつ気方式／３５４人槽

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

点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検

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

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／接触ばつ気方式／３５４人槽

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

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

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

11

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／接触ばつ気方式／３５４人槽

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

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

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

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／接触ばつ気方式／３５４人槽

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

点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検 点検

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

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条

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

駐車場 45

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

14

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

水質汚濁防止法　第14条

排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させ
る者は、環境省令で定めるところにより、当該排
出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、そ
の結果を記録し、これを保存しなければならな
い。 ２ 　総量規制基準が適用されている指定地
域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令
で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量
を測定し、その結果を記録し、これを保存しなけ
ればならない。 ３ 　前項の指定地域内事業場の
設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところ
により、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に
届け出なければならない。届出に係る測定手法を
変更するときも、同様とする。４ 　排出水を排
出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況
を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その
他の排出水の排出の方法を適切にしなければなら
ない。 ５ 　有害物質使用特定施設を設置してい
る者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者
は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵
指定施設について、環境省令で定めるところによ
り、定期に点検し、その結果を記録し、これを保
存しなければならない。
【測定】水質汚濁防止法による水質等の測定
【保管】①水質汚濁防止法による水質等の測定に
則り測定すること。②記録の保存は３年間

浄化槽（201人漕以上の場合） 合併処理／接触ばつ気方式／３５４人槽

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

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

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

○ 備考

○ 備考

15

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

騒音規制法第５条

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

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ
職員室：7.5ｋｗ

コンピューター室：7.5ｋｗ

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

16

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

騒音規制法第８条、第１０条

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

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ
職員室：7.5ｋｗ

コンピューター室：7.5ｋｗ

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

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

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

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物、劇物
【種類／アンモニア水・塩化銅・塩酸・酢酸銀水
溶液・水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・硫
酸・硫酸銅・ヨウ素液】

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

18

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物、劇物
【種類／アンモニア水・塩化銅・塩酸・酢酸銀水
溶液・水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・硫
酸・硫酸銅・ヨウ素液】

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

15



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

19

適用法令等 遵守事項 該当活動、設備等 規模、能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物、劇物
【種類／アンモニア水・塩化銅・塩酸・酢酸銀水
溶液・水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・硫
酸・硫酸銅・ヨウ素液】

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

【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 ↓】

昨年度比で、プロパンガス使用量は、削減されている。月別の電気使用量が微増ぎみなので、職員会
議や全校集会の場で節電を呼びかけ、階段、廊下等の必要最小限点灯に取り組む。

昨年度比で、プロパンガス使用量は、削減されている。月別の電気使用量が微増ぎみなので階段、廊
下等の必要最小限点灯に取り組む。

【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

より一層の努力が必要 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 ↓】

冷房の室内温度設定28度を厳守できない時があった。長時間の離席時にパ
ソコン・ディスプレイの電源を切るよう心がけていく。

来年度は各教室にエアコンが入るので、省エネ・節電の意識を持って、使用
していくように、職員・生徒に徹底していきたい。

【環境目標 3】

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

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

より一層の努力が必要 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 ↓】

大量の印刷時には特に気をつけて、プレビュー確認を徹底し紙の無駄遣いを
さける。また裏面再利用や両面印刷を徹底する。

3月に新年度に向けて、紙を大量に購入しておいた分が加味されているので

【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 ↓】

再利用用の棚を設けている。裏面再利用や両面印刷をさらに徹底していける
ように、職員会議や全校集会の場で呼びかけたい。

再利用用の棚を設け、裏面再利用や両面印刷を徹底した。新年度も職員会議
や全校集会の場で呼びかけたい。

【環境目標 5】

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

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

より一層の努力が必要 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 ↓】

公用車は無いが、出張時の公共交通機関の利用、近隣移動時の徒歩・自転車
の使用の呼びかけていく。

今後も継続していけるように、新たに着任する教職員にも年度当初に助言す
る。
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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

【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
　　　　　→

55
【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
　　　　　→

87
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

23.2% 26.1%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

237

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

333
徹底されている 徹底されている

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

今後も紙の削減のため、電子決済を心がける 今後も紙の削減のため、電子決済を心がける

【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　　→

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

9.1% 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→

11

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

3
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 ↓】

該当の物品にエコ製品がない場合が多い。常にエコ製品の有無を意識するよ
うにしたい。

エコ製品を視野に入れて購入に努める。

【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
 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 ↓】

実施していない。 実施していない。

【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

校内放送、「生徒会だより」、学年通信、ポスター等を発行し、環境活動の推進及び啓発活動を行う。

年間計画及び実施状況

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

通信の発行 校内放送 校内放送
上半期の評

価
通信の発行

ポスターの
掲示

校内放送
下半期の評

価
計画の見直

し

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

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 ↓】

節電を呼び掛けるポスター掲示や校内放送により、環境保全への意識が高
まった。

学習に必要な紙の使用量が増加する事はいたしかたないが、裏面再利用や両
面印刷を徹底する。
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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

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

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）

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

・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】

備　　　考

【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）

徹底している。

４Ｒ活動の励行や、廃棄物の分
別は徹底している。印刷ミスを
減らすためプレビュー確認、長
時間離席時のディスプレイの電
源offなど省エネ・節電を進め
たい。

該当しない

昨年度比で、プロパンガス使用量は削
減されている。今後も引き続き、教職
員及び生徒の環境に対する意識づけを
行っていきたい。

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】

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）

徹底している

４Ｒ活動の励行や、廃棄物の分
別は徹底している。学習に必要
な紙の使用についてはいたしか
たないが、印刷ミスを減らすた
めプレビュー確認など省エネ・
節電を進めたい。

該当しない

学習に必要な紙の使用についてはいた
しかたないが、使用枚数が昨年度比で
増加しているので、プレビュー確認な
ど今後も引き続き、教職員及び生徒の
環境に対する意識づけを行っていきた
い。

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

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

85 名

3 名

理由

79 名

9 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

83 名

研修未実施人数 5 名

0 名

名

4 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

所属（課等） 鈴鹿市立白子中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） ０５９－３８６－０３３６

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7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

【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

育休（２名），内留（１名）

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】

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

育休（２名），内留（１名），病休（１名），年度途中の退職（４名），主な勤務先が別（１名）

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

研修効果 改めて環境保全に関する意識を高め自らの業務を見直すきっかけとなった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（育休），・・・・・・・（育休），・・・・・・・（内留），・・・・・・・（７月退職），・・・・・・・（９月より病休） 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

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

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（育休），・・・・・・・（育休），・・・・・・・（内留），・・・・・・・（９月より病休）

備考 ７月１名退職

「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

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。

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

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認

・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

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

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

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）

空冷ヒートポンプエアコン 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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

■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

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

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

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

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 2台（本館東館への通路・西館昇降口）

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 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

■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

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

冷蔵庫 3台（職員室・保健室・準備室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

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

①ブラウン管テレビ
②液晶テレビ

①9台（14組・13組・校長室・視聴覚室・音楽
室1・音楽室2・準備室×2・第2理科室）

②2台（13組・多目的）

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 遵守 遵守 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

5

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 2台（13組・調理室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

エアコン
コンピュータ室（４）保健室（１）図書室（２）

被服室（２）校長室（１）職員室（４）
特別支援学級（１）　計１４

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 遵守 遵守 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

7

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

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 遵守 遵守 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

8

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 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 評価事象無し 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
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○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

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 評価事象無し 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

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 ↓】

全職員が徹底して取り組んでいる。 全職員が徹底して取り組んでいる。

【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

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 ↓】

パソコン・ディスプレイの節電が不十分なので，徹底を心がけたい。
パソコン・ディスプレイの節電が不十分。再度取り組みについて啓発
したい。

【環境目標 3】

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

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

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 ↓】

印刷をして確認することが多いので，プレビュー確認を徹底する。
教育用にあるプリンターは両面印刷ができない。Nアップ印刷につい
て知らない職員も多いので，周知が必要。

【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 ↓】

物を大切に使うことにより，経費の節減につながる意識を高めたい。
まだ使えるものが館単に捨てられていることが多い。意識改革が必
要。

【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

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 ↓】

近隣への家庭訪問等，徒歩・自転車の利用を心がけたい。
教職という業務の特殊性のため，公共交通機関の利用には限界があ
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
　　　　　→

0
【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
　　　　　→

0
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

0.0% 0.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

299

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

338
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 ↓】

下半期，担当者全員が意識して電子決裁を推進する。 電子決裁の手法について，関わる職員が熟知し，積極的に使いたい。

【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

0.0% 0.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

132

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

106
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 ↓】

上半期はグリーン購入を意識していなかったが，下半期は選定の際に
グリーン購入を考慮したい。

下半期もグリーン購入はなかった。今後の取り組みに注意したい。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

 上半期
 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 ↓】

職員の居住地から学校までの公共交通機関の状況および部活動や家庭訪問などのため，ノーカーデー
の実施は難しい。但し，自転車通勤をしている職員が２名，電車・バスによる通勤をしている職員が
１名いる。

放課後の家庭訪問等の実施のため，ノーカーデーの実施は難しい。自転車や公共交通機関を利用して
通勤しているものは，数名しかいない。

【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

クリーンアップ隊を生徒会中心に結成し，校内や学校周辺の除草作業やごみ拾い等の美化活動を実施する。

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

第１回 廃品回収 第２回 廃品回収

【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 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 ↓】

８月の第１回は生徒の参加者が昨年度より少なかった。PTAの取組と
して年２回の廃品回収を実施する予定である。

第2回目の環境整備は実施できなかったが，廃品回収は実施すること
ができた。
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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

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）

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

・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】

実施人数 実　施　日

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

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）

大規模校ゆえに施設・設備が多数あ
るが，学校として対応できる事案に
ついて遵守している。

環境目標の達成には，努力不足の点
もあるが，常に意識を高くもち，取
組を推進していきたい。

該当なし

環境問題を意識して業務を進めることが少し
ずつではあるができてきた。温室効果ガス総
排出量は，ほぼ昨年度並みであるが，プロパ
ンガス使用量が多くなっている。

【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）

施設設備の管理については，専門業
者の力を借りないとできないことが
多いが，学校としてできることは遵
守できた。

環境目標の達成には一人一人の意識
をさらに高める必要があるが，学校
として取り組みやすいこととそうで
ないことを見極め，できることを
しっかりできた。

該当なし

環境問題を意識して業務にあたることが忙し
さゆえになかなかできないことが多い。しか
し，一人一人をみると確実に取り組みを進め
ている職員もいる。定期的に進捗状況を確認
するなどして，全職員で継続して取り組むこ
とが今後の課題である。

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

42 名

0 名

理由

42 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

31 名

研修未実施人数 0 名

11 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） 鼓ヶ浦中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） ３８６－５８５２

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7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】

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　環境マネジメントシステム　地球温暖化について 研修実施人数

研修効果 地球温暖化について再認識することができ，環境に対する意識が高まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

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

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

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。

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

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認

・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

購入・導入のみ 液晶ﾃﾚﾋﾞの購入  　音楽室に設置

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

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

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）

空冷ヒートポンプエアコン 8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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

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

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

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

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

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台（昇降口横廊下）

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 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

■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

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

エアコン 5台

上半期 下半期

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

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

洗濯機 2台（調理室・特別支援準備室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫
5台（職員室・調理室・理科室・特別支

援室・保健室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

ブラウン管・液晶テレビ／PC

液晶ＴＶ：1台　音楽室
ブラウン管TV：14台（校長室・会議室・視聴覚
室×5台・第1理科室・第2理科室・美術室・第2
音楽室・特別支援教室・体育館・金工室）
PC：6台（職員室・コンピューター準備室×3・
相談室・サポート教室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
液晶ＴＶ購入　「規模能力等欄」
修正済み

7

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

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 遵守 遵守 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

8

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

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 遵守 遵守 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

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

29



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

・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 ↓】

未使用の教室等の消灯や階段，廊下等の必要最小限点灯に各職員が心がけて
実行している。

未使用の教室等の消灯や階段，廊下等の必要最小限点灯に各職員が上半期に
引き続き，実行することができた。

【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

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 ↓】

冷暖房の室内温度基準の順守やパソコン・ディスプレイの電源を切ることは徹底し
てくるようになった。今後，さらに声をかける等徹底を図りたい。

冷暖房の室内温度基準の順守やパソコン・ディスプレイの電源を切ること等
徹底してできるようになった。

【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

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 ↓】

全教職員が意識を持って取組んでいるが,改善の余地はある。両面印刷やN
アップ印刷を利用してさらに，印刷ミスを減らていきたい。

上半期より,徹底できるようになってきた。来年度も続けていきたい。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

【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 ↓】

４Ｒ活動は，各自が意識的に取り組むことができている。Reuse,Recycleの
職員の意識は高まってきている。

各自が意識的に取り組むことができている。来年度以降も継続していきた
い。

【環境目標 5】

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

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

徹底している 徹底している

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

アイドリングストップや自転車利用は各職員が意識的に取り組むことができ
たが，公共交通機関の利用の実施は進んでいない。

アイドリングストップや自転車利用は各職員が意識的に取り組むことができ
た。公共交通機関の利用の実施が来年度以降の課題である。
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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
　　　　　→

18
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

28
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

7.3% 15.9%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

245

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

176
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 ↓】

１０％以上を目標に下半期は改善していく。 目標をクリアすることができた。来年度はさらに推進していきたい。

【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　　→

34
【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　　→

16
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

10.1% 9.9%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

337

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

162
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 ↓】

さらに購入割合を高めていきたい。 前期より割合を高めることができなかった。来年度以降改善していきたい。

【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」

 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 ↓】

今後検討していきたい。 実施できなかった。来年度は実施していきたい。

【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

本校生徒と地域共催の海岸清掃を実施し，環境保全活動への参加・参画をすすめめ，外部へのPRとする。

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

海岸清掃 海岸清掃

【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 ↓】

地域と協働して実施することができた。外部へもポスターやホーム
ページなどで発信することができた。

地域と協働して実施することができた。生徒の意識も高まってきてい
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

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

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）

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

・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】

実施人数 実　施　日

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

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）

施設及び設備等の点検については徹
底されている。

各種目標に対する職員の意識は高い
が，下半期はプレビュー確認と電子
決済の推進に取り組みたい。
Ⅸは該当なし

該当なし
職員研修で環境についての理解も高まってお
り，全体的に良好な取組がなされている。

【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）

施設及び設備等の点検については徹
底されている。

各種目標に対する職員の意識は高
まっている。電子決済も目標を達成
することができた。

該当なし
職員研修や日々の取り組みの中で,環境につ
いての理解も高まってiいるものの，今一度
節電に対して全体で見直す必要がある。

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

51 名

5 名

理由

51 名

5 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

48 名

研修未実施人数 5 名

3 名

0 名

5 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

所属（課等） 創徳中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-5205

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

育児休暇中（4人），充指導主事（1人）

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】

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

育児休暇中（4人），充指導主事（1人）

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研修資料」 研修実施人数

研修効果 9月職員会議で実施。環境に関する意識改善に役立った。

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

備考 研修の実施確認は電子媒体（「職場研修実施確認票」）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

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 ・・・・・・・,・・・・・・・,・・・・・・・,・・・・・・・(育休)　・・・・・・・(充指)

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

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。

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

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認

・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

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

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

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）

空冷ヒートポンプエアコン 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

事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

■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

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

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台（本館北側通用口横）

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

事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

■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

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）

ウォータークーラー・製氷機
ウォータークーラー：3台（職員室・東昇降口・
体育館）
製氷機：2台（職員室・理科準備室）

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

事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし 事象なし 簡易点検 事象なし

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

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

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
６台（保健室・職員室・８組・調理準備室・理科
準備室・給食保管室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

35



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

5

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）

９台（視聴覚室（少人数教室）・第１理科室・図
書準備室・被服室・９組・第１音楽室・コン
ピューター室・８組・第３倉庫）

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 遵守 遵守 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

6

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

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 遵守 遵守 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

7

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／接触ばつ気方式／４６８人槽

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 遵守 遵守 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

8

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／接触ばつ気方式／４６８人槽

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

保守点検 保守点検 保守点検 保守点検 保守点検 保守点検 保守点検 保守点検 保守点検 保守点検 保守点検 保守点検

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

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／接触ばつ気方式／４６８人槽

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 遵守 遵守 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

36



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考
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10

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／接触ばつ気方式／４６８人槽

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 遵守 遵守 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

11

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／接触ばつ気方式／４６８人槽

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 遵守 遵守 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

12

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条

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

駐車場 90台（1800㎡）

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 遵守 遵守 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

13

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

14

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
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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　

15

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

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

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

もう少し努力できる より一層の努力が必要

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

未使用教室で電燈がついていることのないよう，常に学校内を巡回すること
で節電を徹底させる。

節電に対する意識向上により一層取り組んでいく。

【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

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 ↓】

日頃から職員同士が節電について意識をし，より一層節電に努める。 節電に対する意識向上により一層取り組んでいく。

【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

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 ↓】

裏紙を意識的に利用する。複数枚になる場合は，両面印刷やNアップ印刷に
心掛ける。

学力向上の取組により，各教科で自作学習プリントの作成が増えたため，紙
の使用量が増加した。印刷ミスや予備枚数の削減を意識して取り組みたい。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

【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 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 ↓】

４R活動について，職員に周知徹底を図る。廃棄物の分別はきちんとできて
いる。

常に各職員が意識して取り組めるよう，今後も声かけ等を行う。

【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

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 ↓】

公用車はなく，出張等は最寄の公共交通機関がないため自家用車に頼らざるを得ない。駐停車時のア
イドリングストップができていない者が多いのでアイドリングストップの徹底を呼びかける。

近隣へは徒歩で移動しているが，最寄の公共交通機関がないため改善は困難である。
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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
　　　　　→

180
【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
　　　　　→

171
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

50.0% 56.6%
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
　　　　　→

302
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 ↓】

起案者への電子決裁方法の周知を図り，公印不要の事案は電子決裁で
処理するよう意識する。

次年度も，本年度同様に電子決裁を心掛けていく。

【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　　→

0
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

0.0% 0.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

14

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

8
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 ↓】

該当物品がないため購入件数がないのが現状であるが，意識はしてい
く。

該当物品がないため購入件数がないのが現状であるが，意識はしてい
く。

【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
 実施回数 →

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 →

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

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

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

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

【平成28年度】所属独自の環境目標

①生徒会や委員会が中心となってエコ活動（節電やペットボトルの回収等）に取り組む。
②PTA・地域と連携したエコ活動（廃油回収）を行う。

年間計画及び実施状況

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

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

廃油回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

廃油回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

廃油回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯ
ﾌﾟ回収

【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

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 ↓】

今後も引き続き実施する。教職員への取組参加を呼びかける。 次年度も引き続き実施する。教職員への取組参加を呼びかける。
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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）

法に基づき適切な対応ができてい
る。

教職員が常に意識できるように心が
けているが，より一層の努力が必要
である。

該当なし
意識して取り組んでいるが，電気の使用量が
微増しているため，より一層の努力が必要で
ある。

【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）

法に基づき適切な対応ができてい
る。

教職員が常に意識できるように心が
けているが，より一層の努力が必要
である。

該当なし
全ての数値を削減することができた。今後も
無駄のない運用に心がけていく。
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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

62 名

7 名

理由

62 名

7 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

56 名

研修未実施人数 7 名

6 名

0 名

7 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

所属（課等） 神戸中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-0305

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

育休・産休中及び内地留学者

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】

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

育休・産休中及び内地留学者

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，教育総務資料（学校別白黒・ｶﾗｰ印刷数/月） 研修実施人数

研修効果 節約意識の向上

研修対象者のうち未実施の職員名・理由
育産休６名(・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・),内地留学
(・・・・・・・) 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

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 育産休６名(・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・),内地留学(・・・・・・・) 下半期あらたな研修対象外人数

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

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。

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

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認

・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

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

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

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）

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ　ほか 14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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

■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 13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
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 2台（配膳室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

■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

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

冷蔵庫
5台（調理室・昇降口前・職員室・10

組・10組と保健室の間）

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 遵守 遵守 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

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

ブラウン管テレビ
11台（金工室・コンピューター室・第2音楽
室・第1音楽室・第1理科室×4台・第2理科室・
準備室・10組）

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 遵守 遵守 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

5

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

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 遵守 遵守 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

43



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

6

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 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

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

・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 ↓】

職員の消灯に関する意識はかなり向上しており消し忘れはほとんどな
くなった。1/2点灯の区画の拡大を図りたい。

職員の消灯に関する意識はかなり向上しており消し忘れはほとんどな
くなった。
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【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 ↓】

タイマーや自動消灯スイッチの活用など，今後も無駄を省く取組」を
推進。

タイマーや自動消灯スイッチの活用など，今後も無駄を省く取組」を
推進。

【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 ↓】

両面印刷と裏紙利用，印刷前のプレビュー確認の徹底を維持する。 特に裏紙利用，両面印刷の徹底を行った。現状を維持する。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

【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 ↓】

紙の再生利用は,要廃棄処理の文書以外は，今後も徹底したい。 紙の再生利用は意識を高く持って取り組めた，今後も徹底したい。

【環境目標 5】

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

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

徹底している 徹底している

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

公用車は無い。出張時の公共交通機関の利用は職員にすすめているが
難しいときも多い。近隣施設へは，自転車使用。

出張等では自家用車を利用しているがアイドリングストップ等につい
ては
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
　　　　　→

47
【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
　　　　　→

150
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

12.2% 36.8%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

384

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

408
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 ↓】

電子版の枝番号決裁用件を拡大する。 意識的に電子決裁を行うように取り組んだため増加した。

【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　　→

7
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

0.0% 2.8%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

29

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

251
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 ↓】

該当のエコ商品を，今後調査してゆく。 グリーン購入の割合が低かった。次年度は改善していきたい。
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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

・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
 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 ↓】

学校の立地状況等も考慮して実施できていない。 学校の立地状況等も考慮して実施できていない。

【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

PTA,地区と協力して年2回の廃品回収を行う。（1回の目標重量を１０ｔとする。）
エコキャップ回収を学校通信を通じて保護者に呼びかける。

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

エコキャップ回
収の実施

エコキャップ回
収の実施

廃品回収の実施
エコキャップ回

収の実施

エコキャップ回
収の実施

エコキャップ回
収の実施

エコキャップ回
収の実施

エコキャップ回
収の実施

廃品回収の実施
エコキャップ回

収の実施

エコキャップ回
収の実施

エコキャップ回
収の実施

エコキャップ回
収の実施

エコキャップ回
収の実施

【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 ↓】

エコキャップ回収を普段の取組として維持していきたい。 エコキャップ回収を通年，取り組むことができた。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

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）

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

・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
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Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【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

【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）

・本校は６年前の校舎移転によりエアコ
ン(都市ガス）や照明が充実しているの
で，特にガス消費や節電に重点を置いて
取り組んでいる。

・節電シールをスイッチ近くに貼った
り，職員室のエアコンを間引いて使用し
たりしている。

・毎年のように２０人前後の職員が入れ
替わっている中で、エコに対する意識の
向上をあらゆる機会と場面で推進してい
る。

・エアコンは原則職員室での集中管理方式をとっ
ているが，小刻みなオンオフの必要な場面には、
一部個別管理を導入するなどの改善工夫を行っ
た。

【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）

機会あるごとに，環境政策については，
啓発を促していることが職員の遵守行動
につながっている。

施設自体が，環境管理に適合した建物で
あるが,，維持に向けての取組みを続けて
いく。

ＰＤＣＡサイクルでの進捗管理を行う。 ６０人超の組織であるが,管理徹底を図る。

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

36 名

1 名

理由

36 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

36 名

研修未実施人数 1 名

0 名

0 名

1 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

所属（課等） 大木中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-385-0316

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7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

育児休業中(1名)

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】

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

育児休業中(1名)

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」（職場研修クイズの実施） 研修実施人数

研修効果 職員が一斉に取り組むため，全員の環境に対する認識が高まり，知識・理解が深まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（育休中のため） 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

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

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（育休中のため）

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

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。

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

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認

・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

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

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

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）

空冷ヒートポンプエアコン 5台

上半期 下半期

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

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

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

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台（生徒昇降口）

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

■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

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）

①ウォータークーラー
②キューブアイスメーカー

①3台（体育館・中館北館通路・第2グランド）
②1台（本館相談室）

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

■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

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

エアコン

（心相室：R410A）
（配膳室：R410A×１）
（保管室：R32×２）

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

5

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
7台（調理準備室・7組・保健室・職員

室・湯沸室・研修室×2）

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

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

ブラウン管テレビ
音楽室・第1理科室×4台・第2理科室×4台・被
服室・7組・校長室

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

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 3台（７組・保健室・調理室）

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

8

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

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

9

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

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

評価事項なし 評価事項なし
評価事項な

し
評価事項なし 評価事項なし 評価事項なし 評価事項なし 評価事項なし 評価事項なし 評価事項なし 評価事項なし 評価事項なし

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
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

12

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

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

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 ↓】

今後も職員及び生徒一人一人がこまめな消灯を心掛ける。
休日出勤する場合は，最小限点灯の取組を行い，電力消費をより抑えたい。

今後も職員及び生徒一人一人がこまめな消灯を心掛ける。
勤務の縮減を推進し，電力消費をより抑えたい。

【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

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 ↓】

無駄な電力消費はないと思われるが，勤務時間縮減の取組を進め，冷暖房の運転時
間を極力抑えるとともに経済運転の励行に努めたい。

勤務時間の縮減が進められてきたことにより電気使用量も削減できた。

52



環境活動報告シート（平成28年度）

【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 ↓】

裏紙使用にきちんと取り組み，職員一人一人が紙の削減に対しての意識を持っているが，N
アップ印刷等の推進には至っていない。今後もより一層の努力を目指したい。

裏紙使用にきちんと取り組み，職員一人一人が紙の削減に対しての意識を持っているが，N
アップ印刷等の推進を目指したい。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

【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 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 ↓】

予算不足で必然的に４Rは進められているが，廃棄物の分別にやや戸惑うこともあり，今後
徹底していきたい。

予算不足で必然的に４Rは進められているが，廃棄物の分別にやや戸惑うこともあり，今後
さらに徹底していきたい。

【環境目標 5】

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

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

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 ↓】

公用車運転はないが，出張時の相乗りは行っている。今後，自家用車運転時の経済運転の啓
発に努めたい。今年度，学校用の自転車を整備した。

公用車運転はないが，出張時の相乗りは行っている。今後，自家用車運転時の経済運転の啓
発に努めたい。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

29
【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
　　　　　→

58
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

10.1% 11.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

287

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

526
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 ↓】

文書の内容によって，電子決裁が難しいときもあるが，今後とも電子決裁を推進していきた
い。

少しずつであるが電子決裁を推進できている。

【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　　→

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

【↓ 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 ↓】

購入物品で該当する製品があれば，積極的な購入に努めたい。 購入物品で該当する製品があれば，積極的な購入に努めたい。

【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
 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 ↓】

職場で一斉の取り組みは不可能だが，個々にできる場合は実施するこ
とにしている。

個々での取り組みはあるが全体では難しい。
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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

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

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

【平成28年度】所属独自の環境目標

地域クリーン作戦（海岸清掃・学校周辺清掃）や奉仕作業を保護者，地域と協力して行う。

年間計画及び実施状況

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

地域クリーン作戦
への参加呼びかけ

地域クリーン作戦
の実施

奉仕作業への参加呼びか
けとクリーン作戦の実施
状況の地域発信

奉仕作業の実施
奉仕作業の実施状
況の地域への発信

該当無し 該当無し 該当無し 該当無し 該当無し 該当無し

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

徹底している 徹底している

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

今年度のクリーン作戦は雨天のため中止となった。
8月の奉仕作業は保護者・生徒・職員合わせて300名以上が参加して除草作業を行い，軽トラック４
車分をクリーンセンターに搬送した。

下半期は実施していないため生徒会・ＰＴＡとも協議して行事を計画
したい。

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

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）

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

・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】

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）

法の遵守に関しては，適正に行わ
れている。

各目標に対し，もう少し努力を要
する項目が多くあり，今後，更に
職員一人ひとりの意識の向上を図
るよう努力したい。

上半期においては，ほぼ予定
通りの取組がなされた。

職員の残業時間の増加が，電気使用量の
削減につながらない大きな要因である。
今後，過重労働の縮減を図り，節電に対
する更なる努力を続け，環境に配慮した
取組を推進していきたい。

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

法の遵守に関しては，適正に行わ
れている。

まだ，各目標に対し，もう少し努
力を要する項目があり，今後，更
に職員一人ひとりの意識の向上を
図るよう努力したい。

下半期においては，ほぼ予定
通りの取組がなされた。

昨年度に比べ勤務の縮減は推進できてい
るのでさらに推進していく。
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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

44 名

1 名

理由

43 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

43 名

研修未実施人数 2 名

名

名

1 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

所属（課等） 鈴鹿市立千代崎中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） ３８２－０１２５

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7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

育休

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】

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

育休

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

研修効果 職員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 ・・・・・・・（育休中），・・・・・・・（退職） 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

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

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（育休中）

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

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。

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

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認

・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

購入・導入のみ 洗濯機１台購入

破棄・廃止のみ テレビ４台廃棄

【下半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

購入・導入のみ エアコン 38　台設置

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

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）

空冷ヒートポンプエアコン 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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

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

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

57



環境活動報告シート（平成28年度）

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台（湯沸室）

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

■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

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）

東芝ウォータークーラー
3台（体育館前・本館新館渡り廊下・本

館２階手洗い場）

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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）

■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

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
6台（保健室・職員室・第1理科準備

室・フロンティア・調理室・給湯室保冷
庫）

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

5

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

ブラウン管テレビ

本館１階音楽室×2・校長室×１・第1理科室×
１・第2理科室×１・フロンティア①×１・フロ
ンティア３×１・国際理解教室×１・新館音楽室
×１・体育館×１

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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
廃棄分は「規模，能力等」から削除
済

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

洗濯機 2台（フロンティア・調理室）

上半期

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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 H28.９月　新規購入（調理室）

7

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

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

8

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

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 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

59



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　

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 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

【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 ↓】

引続き節電を呼びかけていく 引続き節電を呼びかけていく

【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

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 ↓】

引続き節電を呼びかけていく 引続き節電を呼びかけていく

【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

徹底している 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 ↓】

引続き，校内文書の裏紙使用と両面印刷を徹底するよう呼びかける 引続き，校内文書の裏紙使用と両面印刷の徹底を呼びかけていく

【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

【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 ↓】

引続き呼びかけていく 引続き呼びかけていく
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【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 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 ↓】

引続き呼びかけていく 引続き呼びかけていく

【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
　　　　　→

199
【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
　　　　　→

220
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

50.1% 50.7%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

397

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

434
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 ↓】

引続き電子決裁を心がける 引続き電子決裁を心がける

【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　　→

38
【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　　→

41
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

62.3% 67.2%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

61

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

61
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 ↓】

引続きグリーン購入を推進していく 引続きグリーン購入を推進していく

【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
 実施回数 →

○
【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期

 実施回数 →
0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 実施なし

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

今後一部の実施を検討する 今後一部の実施を検討する

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

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

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況

・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【平成28年度】所属独自の環境目標

地域と連携した環境活動を実施する。

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

千代崎海岸
清掃参加

農地水環境を守
る会の活動に参

加

農地水環境を守
る会の活動に参

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 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 ↓】

海岸清掃参加者は年々増加している 次年度も土曜日の教育活動を活用し地域と連携した環境活動に取り組む

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

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）

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

・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】

実施人数 実　施　日

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

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）

毎年異動により職員の構成が変わ
るため，意識的に啓発を進める中
で一定の効果が出ている。

職員及び生徒の環境への意識が
年々高まって来ている。引続き取
組を充実させていきたい。

地域の環境活動への参加が定着し
てきている。

おおむね方針に沿った取組を進めること
ができた。用紙の使用量のみ微増のため
両面印刷を校内文書の使用を徹底した
い。

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

意識して啓発を進めてきた結果，
概ね遵守できている。

「もう少し努力できる」の項目が
いくつかあるので「徹底してい
る」になるよう取組みを充実させ
ていきたい。

下半期は地域の環境活動にあまり
取り組めなかった。次年度は，土
曜日の教育活動を活用した取組み
を増やしていく。

概ね方針に沿った取組みをすすめること
ができた。

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

36 名

0 名

理由

36 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

30 名

研修未実施人数 0 名

6 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

所属（課等） 天栄中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 386-0444

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11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】

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

研修効果 地球温暖化は，地球上の全生物にとって大きな問題であることが学べた。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

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

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

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。

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

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認

・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

購入・導入のみ 冷蔵庫の購入(職員室)

破棄・廃止のみ 冷蔵庫の廃棄(職員室)

【下半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

購入・導入のみ

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

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）

空冷ヒートポンプエアコン 7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 簡易点検 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）

■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

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）

牛乳保冷庫 1台（東館西昇降口）

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 簡易点検 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）

■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

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）

①キューブアイスメーカー
②ウォータークーラー

①1台（職員室）
②3台（体育館昇降口・本館昇降口西・本館昇降口
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

簡易点検 簡易点検 簡易点検 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）

■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

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
4台（特別支援室H組・保健室・調理室・職員

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
職員室冷蔵庫 ９月1台廃棄，９月1台購
入

5

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：８）（液晶：
３）

ブラウン管式：図書室・生徒会室・第2音楽室・
資料室2階(2)・資料室3階・美術準備室・体育館
液晶：多目的①・第2理科室・校長室

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

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

エアコン　9台
教育相談室，パソコン室，特別支援室H組，本館１階保管
室，本館２階保管室，本館３階保管室，東館１階保管室，東
館２階保管室，東館３階保管室

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

7

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

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 遵守 遵守 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

8

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／接触ばつ気方式／１９５人槽

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

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

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

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／接触ばつ気方式／１９５人槽

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回 ２回 ２回 ２回 3回 ２回 ２回 3回 ２回 ２回 ２回 ２回

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

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／接触ばつ気方式／１９５人槽

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

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

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

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／接触ばつ気方式／１９５人槽

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

12

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／接触ばつ気方式／１９５人槽

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回 ２回 ２回 ２回 3回 ２回 ２回 3回 ２回 ２回 ２回 ２回

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条

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

駐車場 40台／1,360㎡

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 遵守 遵守 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

14

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

15

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

16

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
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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　

・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

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 ↓】

教室や階段,廊下の消灯，必要最低限点灯を生徒に指導していく。 新入生に対しても節電の指導を行っていく。

【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

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 ↓】

退校時の声かけを励行し，勤務時間の縮減を図り，夜間の節電を図
る。

教室に空調機が設置されたので，その運用について新たに考えていき
たい。

【環境目標 3】

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

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

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 ↓】

印刷ミスを減らすため,プレビューでの確認を励行する。 印刷ミスを減らすため,プレビューでの確認を励行する。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

【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 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 ↓】

分別を徹底し，廃品回収に回せる物は回すように心がける。 来年度も，分別を徹底し廃品回収に回せる物は回すように心がける。

【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

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 ↓】

出張時に経済運転を心がけるとともに，近隣移動時は徒歩・自転車を
使用するようにする。

公用車が無いので出張時に使用する自家用車の経済運転を心がけた
い。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

91
【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
　　　　　→

110
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

29.2% 28.5%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

312

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

386
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 ↓】

下半期もより一層電子決裁を推進したい。
ほぼ，上半期並みの割合であった。次年度もより一層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　　→

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　　→

8
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

7.3% 9.2%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

82

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

87
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 ↓】

購入の際には，「エコ製品」があるかどうかを確認し，今後もできるだけエ
コ製品を購入するようにしていきたい。

購入の際には，「エコ製品」があるかどうかを確認し，今後もできるだけエ
コ製品を購入するようにしていきたい。
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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

・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
 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 ↓】

最寄り駅から遠く実施が困難である。 最寄り駅から遠く実施が困難である。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

【↓ 上半期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

校区内の廃品回収（年２回）を実施し,学校内だけでなく地域へも４Ｒ活動の啓発活動を行う。

年間計画及び実施状況

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

廃品回収
廃品回収

（校区事業所の
み)

廃品回収
（校区全体)

廃品回収
（校区事業所の

み)

【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 ↓】

廃品回収日当日以外にも協力していただける事業所に回収に行く。 校区内の事業所にも２ヶ月に１回ずつ廃品回収に行き，活動を広げた。

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

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）

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

・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】

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）

法令等に基づき，定期的に点検を実
施するとともに点検結果について
は，必ず確認をしており，適正に遵
守されている。

冷蔵庫の老朽化による買い替えで
は，環境基準等に適合した冷蔵庫を
選定に配慮した。また，廃品回収を
通じ，生徒にリサイクルの重要性を
指導しているが，さらに浸透させて
いく必要性がある。

該当なし

電気使用料では，今後さらに改善を図る必要
性を感じている。一方，紙の使用料は，学校
運営に必要なことから，増加分について，今
後も両面印刷や印刷ミスの削減を徹底し，
補っていく必要がある。

【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）

法令等に基づき，定期的に点検を実
施するとともに点検結果について
は，必ず確認をしており，適正に遵
守されている。

廃品回収を通じ，生徒にリサイクル
の重要性を指導しており，今後，日
常的な廃品回収の実施を視野に入れ
た意識向上を働きかけていく必要が
ある。

該当なし

電気使用料では，昼間の階段や廊下の消灯徹
底など，さらに改善を図る必要性を感じてい
る。次年度は，エアコンの本格稼動を控えて
おり，適正な使用を通じた環境問題の意識向
上を図りたい。
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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

26 名

1 名

理由

26 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

23 名

研修未実施人数 1 名

3 名

3 名

1 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

所属（課等） 鈴峰中学校

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） ３７１－００２３

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

育児休業中のため（1名）

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】

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

育児休業中のため（1名）

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

研修効果 実施を行った教職員の環境への知識と意識が向上した

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・育児休業中 上半期の研修対象外人数

備考

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

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 実施を行った教職員の環境への知識と意識が向上した 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・　実施日が勤務時間外だったため 下半期あらたな研修対象外人数

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・育児休業中

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

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。

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

　　⑤ 1年間に漏えいしたフロン類の量を国に報告。（事務局が取りまとめます。）
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Ⅳ 設備の変更点の確認

・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

Ⅴ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

【上半期】

活動・設備等の変更

変更前 変更後

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

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

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）

空冷ヒートポンプエアコン 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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

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

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

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）

牛乳保冷庫 1台（牛乳検収室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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）

■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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○ 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

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫
5台（調理室・牛乳保冷室牛乳保冷庫・

保健室・職員室・校長室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

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

テレビ（ブラウン管式，液晶式・プラズ
マ式）

ブラウン管式9台／液晶式1台／プラズマ式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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

5

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 2台（調理室・牛乳保冷室）

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

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

エアコン 6台

上半期 下半期

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

7

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

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 遵守 遵守 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
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

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

農業集落排水設備 －

上半期 下半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 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

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第11条

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失すること
を防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

・毒物又は厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使
用される物を使用してはならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー
ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第12条

・毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をも
つて「劇物」の文字を表示しなければならない。

・毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒
物」、劇物については「劇物」の文字を表示しな
ければならない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

毒物及び劇物取締法第16条の2

・毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し
み出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特
定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ず
るおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健
所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保
健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措
置を講じなければならない。

・毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したとき
は、直ちに、その旨を警察署に届け出なければな
らない。

毒物，劇物
【種類／ヨウ素・ヨウ素液・塩酸・オキシドー

ル・アンモニア水・水酸化ナトリウム】

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 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
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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　

・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 ↓】

全職員が節電を意識し，必要最小限の点灯にしている。
年間を通して，全職員が節電を意識し，必要最小限の点灯にしてい
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

徹底している 徹底している

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

徹底している 室内温度の確保のため必要最低限の暖房にしている。

【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

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 ↓】

昨年度より，意識が高まってきている。 内容や画面を確認して，適切な印刷方法を選択している。

【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

【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 ↓】

全職員が意識をし,活動している。 全職員が意識をし,活動している。

【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

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 ↓】

学校の近隣は徒歩や自転車の使用ができた。経済運転についてはさらに意識
できるよう啓発していく。

学校の近隣は徒歩や自転車の使用ができた。経済運転についてはさらに意識
できるよう啓発していく。

【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
　　　　　→

62
【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
　　　　　→

48
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

21.8% 23.3%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

284

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

206
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 ↓】

電子決裁できるものはしている。
電子決裁できるものはしている。簡単な申込文書など電子決済の指示
を。

【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　　→

3
【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

10.0% 20.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

30

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

5
徹底されている 徹底されている

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

今後もエコ製品を購入したい。 今後もエコ製品を購入したい。
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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

・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
 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 ↓】

交通の便が悪く，勤務時間の関係で市バスの活用も難しい。
交通の便が悪く，勤務時間の関係で市バスの活用も難しいが，１名自
転車またはバイク通勤している。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

【↓ 上半期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

廃品回収活動をPTAと生徒と地域ぐるみでおこなう。学校だよりや自治会回覧などを通じて，廃品回収や学校のエコ活動の取り組みを紹介する。

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

便りの発行 便りの発行
便りの発行
廃品回収

便りの発行 便りの発行 便りの発行 便りの発行
便りの発行
廃品回収

便りの発行 便りの発行 便りの発行

【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 ↓】

廃品回収活動，学校だよりの自治会回覧など計画通り実行できた。 廃品回収活動，学校だよりの自治会回覧など計画通り実行できた。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

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）

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

・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】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考
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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）

法を確実に遵守し取り組んでい
る。

計画に従って進められた。おおむ
ね目標を達成できた。

計画通り進み，成果の上がったこ
ともある。

今後も節電，節水に努めながら取組を進
めて行きたい。環境配慮物品の購入も増
やしていきたい。水道使用量の極端な増
加の一時的な期間の点検を行い,水道管の
不具合など気をつけてみていく。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

法を確実に遵守し取り組んでい
る。

計画に従って進められている。 計画通り進んでいる。

月によって電気使用は増減があるが，今
後も節電に努めて生きたい。水道使用量
の極端な増加の一時的な期間があるため,
水道管の不具合など点検を求めている。
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