
※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

10 名

1 名

理由

11 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

10 名

研修未実施人数 1 名

名

1 名

名

下半期あらたな研修対象外人数 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

研修未実施人数

平成29年4月12日

下
半
期

環境管理責任推進員

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

伝達されていない職員については，4月から休職中であるため。

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

【下半期】

平成２８年度　Suzuka-EMS　職場研修

職員の環境に関する知識が高まった

・・・・・・・休職中のため

平成２８年度　Suzuka-EMS　職場研修

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

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

下半期に研修を行った人数

「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）

【 上半期 】

【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

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

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

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

研修実施人数

上半期の研修対象外人数

職員の環境に関する知識が高まった

・・・・・・・休職中であったため

1年に1回以上

点検の頻度製品区分

エアコンディショナー

消防総務課

連絡先（内線・外線） 内線:7304・３８２－9162

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

・・・・・・・

提出日 平成28年5月31日

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月5日

当
初

環境管理推進員（作成者）

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

・・・・・・・

環境管理推進員（作成者）

50kW以上の機器

・・・・・・・

提出日

　Suzuka-EMS

環境活動報告シート（平成28年度）

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器

7.5kW以上50kW未満の機器

定格出力

1年に1回以上

3年に1回以上

所属（課等）

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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

充填量（t）
（3月入力）

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

7月 8月 9月 10月 11月

上半期

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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

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

■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

10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。）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等

変更後

直膨式外気処理機

下半期

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

1８台（消防本部14台、情報指令セン
ター４台）

1月 2月 3月

適用法令等 遵守事項 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）

4台　消防本部

12月

該当活動，設備等

４台
3年に1回以上

評価事象無し

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

【上半期】

【下半期】

2

変更前

破棄・廃止のみ

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

購入・導入のみ

4月 5月 6月

活動・設備等の変更

活動・設備等の変更

変更前 変更後

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）

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。）

　※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

2



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

年間総合実施状況（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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫
５台　１階厨房・３階食堂・３階給湯

室・４階食堂・４階給湯室

上半期 下半期

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　１階脱衣室2台・２階女子脱衣室

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

6

廃棄物

上半期 下半期

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

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

12月

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

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守

適用法令等

3

上半期 下半期

適用法令等 遵守事項 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

上半期 下半期

1月

5

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。

－

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

3台　消防長車H23インサイト/H22ク
リッパー/Ｈ25ウイングロード

公用車

該当活動，設備等

3



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　

評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

上半期 下半期

下水道排水設備

年間総合実施状況（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

1月 2月 3月

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 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

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。

―

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１
５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

47台

上半期 下半期

駐車場

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

【環境目標 2】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【上半期】環境目標３に対する所属の結果

徹底している

下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

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 ↓】

年間を通じて，徹底できたので今後も継続していく。

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 ↓】【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

7

【↓ 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

下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

徹底している

【環境目標 1】

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

【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

年間を通じて，消灯の徹底を実施できたので今後も継続していく。

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

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

年間を通じて，徹底できたので今後も継続していく。

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 ↓】

年間を通じて，徹底できたので今後も継続していく。

年間を通じて，徹底できたので今後も継続していく。下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

【下半期】環境目標2に対する所属の結果

【環境目標 4】

【環境目標 3】

下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

【上半期】環境目標2に対する所属の結果

徹底している

【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

4



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

12月

実施

【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

年間を通じて実施できた。今後も継続していく。

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

26.2%

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 ↓】

年間を通じて実施できた。今後も継続していく。

　　【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

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

年間を通じて，徹底できたので今後も継続していく。

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」

【環境目標 7】

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

142
【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
　　　　　→

76

24.7%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

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

【環境目標 8】

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

11
【上半期】環境目標７に対する所属の結果

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

【環境目標 9】

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

年間を通じて，徹底できたので今後も継続していく。

【平成28年度】所属独自の環境目標

市民に向けてエコドライブをPRするため，車両の後部に「エコドライブ実施中」の標語を掲示し，急発進，急ブレーキをしないようエコドライブに心掛ける。

年間計画及び実施状況

6月 7月 8月 9月 10月 11月

6
【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期

 実施回数 → 6
徹底されている

 上半期
 実施回数 →

下半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

18.3%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

60

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

【下半期】環境目標6に対する所属の結果

【環境目標 6】

11.0%

徹底されている

下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

実施 実施 実施 実施

 下半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果 上半期
 作成枚数 →

4月 5月

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

130
徹底されている

576

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

692
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 ↓】

下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

1月 2月 3月

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

実施 実施 実施

下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

実施 実施 実施 実施

34

下半期も上半期同様に環境目標の徹底を行う

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

5
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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

上半期同様，適切に法を遵守
している。

下半期において，概ね設定さ
れた目標どおり実施されてい
ることから，目標は適切であ
ると判断できる。

環境目標については，概ね実
施されている。

温室効果ガス管理の軽貨物車の距離
が微増しているのみで，それ以外に
ついては概ね目標を達成できてい
る。今後も継続してもらいたい。

【下半期】

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

実施人数 実　施　日

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

担当G

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

事業の完了

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

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

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

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続

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

事業の停止

実施施策
詳細

実施施策

施策

訓 練 内 容

訓 練 効 果
名

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

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

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）

職場の状況に応じ，適切に順
守されている。

目標達成に向け取組んでお
り，概ね目標どおり実施され
ている。

一部改善が必要であるが，概
ね実施されている。

目標に向けて取組んでいると思われ
る。

備　　　考

【上半期】

実施人数 実　施　日

各種資料名

該当なし

該当なし

該当なし

6
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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

7 名

0 名

理由

7 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

7 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

所属（課等） 消防課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-9155（内線7314）

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年5月31日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月12日

研修効果 職員の環境に対する意識と知識の向上

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 なし 上半期の研修対象外人数

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 Suzuka-ＥＭＳ職場研修 研修実施人数

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

備考

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

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

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

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 下半期に研修を行った人数

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 下半期あらたな研修対象外人数

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

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

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。

7
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Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

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

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

破棄・廃止のみ

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ H22団多機能車 11月　中央消防署から移管

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H20クロスロード/H27多機能車

2/H22団多機能車

上半期 下半期

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

【環境目標 1】

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

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

徹底している 徹底している

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

取組を徹底してきたことにより,電気の使用料が削減できたとと思わ
れる。下半期も引続き実施します。

取組を徹底してきたことにより,電気の使用料が削減できたとと思わ
れる。来年度も引続き実施します。

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，能力等欄修正済み

・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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

【環境目標 3】

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

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

徹底している 徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】
印刷前にプレビュー確認を徹底し,印刷物の裏紙をメモ用紙に再利用
する等,課紙の削減ができたと思われる。下半期も引続き実施しま
す。

Ｎアップ印刷を活用し印刷枚数を減らすと共に，印刷前にプレビュー確認を徹底し,裏紙を
メモ用紙に活用する等,紙の削減ができたと思われる。来年度も引続き実施します。

【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 ↓】

退庁時は必ず電源を切る等の取組を徹底したことにより,電気の使用料が削
減できたと思われる。下半期も引続き実施します。

退庁時に職員同士声を掛け合い，電源を切る等の取組を徹底したことによ
り,電気の使用料が削減できたと思われる。来年度も引続き実施します。

8
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物品購入時,極力リサイクル可能なものを購入するよう徹底した。下
半期も引続き実施します。

物品購入時,極力リサイクル可能なものを購入するよう徹底した。来
年度も引続き実施します。

【環境目標 5】

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

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

徹底している 徹底している

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

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

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

徹底している 徹底している

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

公用車使用時は,極力乗り合わせを実施し,車内から不要物品を降ろす
等のエコドライブを徹底した。下半期も引続き実施します。

公用車使用時は,極力乗り合わせを実施し,車内から不要物品を降ろす
等のエコドライブを徹底した。来年度も引続き実施します。

【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
　　　　　→

66
【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
　　　　　→

77
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

9.8% 14.4%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

671

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

533
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 ↓】

引き続きグリーン購入に努める。 引き続きグリーン購入に努める。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

外部からの送付文書が多かったが，出来る限り電子決裁に努める。 外部からの送付文書が多かったが，出来る限り電子決裁に努める。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

11
【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　　→

9
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

9.1% 4.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

121

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

223
徹底されている 徹底されている

所属全体で,年６回の目標を立て実施している。下半期も継続させた
い。

所属全体で,年６回の目標を立て実施している。来年度も継続させた
い。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 3

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 3

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

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

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

9
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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

環境を意識し，各分団の建物にエアコン経済運転の張り紙をして，環境を意識してもらうようPRする。

年間計画及び実施状況

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

実施 実施 実施

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

徹底している 徹底している

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

計画 張り紙作成 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

台風等の災害時には,エアコンを使用する回数も多くなるので,張り紙
をすることで,常に意識付けができ,良好であった。

台風等の災害時には,エアコンを使用する回数も多くなるので,張り紙
をすることで,常に意識付けができ,良好であった。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

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

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

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

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

適切に運用され,良好である。
個人が環境配慮を意識して業
務を遂行しており,目標達成に
向け適切に取り組んでいる。

概ね良好に進んでいる。

職務遂行上困難なものもあり,大きく
数値が上昇しているものもあるが,環
境活動については,下半期も目標達成
に向けて更に徹底する。

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

適切に運用され，良好であ
る。

個人が環境配慮を意識し業務
を遂行しており，目標達成に
向け適切に取り組んでいる。

概ね良好に進んでいる。

職員がそれぞれ，環境を配慮した取
り組みを実施しているが，効率よく
運用することで，さらに向上できる
部分があるので，来年度も目標達成
に向け徹底する。

該当なし

該当なし

該当なし

10
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 国府

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H16小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･･63

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
小型合併処理/担体流動生物ろ過方式/5
人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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
小型合併処理/担体流動生物ろ過方式/5
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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

小型合併処理/担体流動生物ろ過方式/5
人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。 浄化槽

小型合併処理/担体流動生物ろ過方式/5
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

浄化槽
小型合併処理/担体流動生物ろ過方式/5
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 庄野

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

H13小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ･･93 H29.3.11小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ１２０７

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H13小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ･･93⇒
H29.3.11小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ１

２０７

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/５人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/５人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

13



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/５人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。 浄化槽 単独処理/分離接触ばっ気方式/５人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

浄化槽 単独処理/分離接触ばっ気方式/５人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 加佐登

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H27.2小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ1031

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
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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

小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。 浄化槽

小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

浄化槽
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 牧田

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
Ｈ28　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ1125

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 石薬師

【上半期】

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

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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H17小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･･90

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 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 白子

【上半期】

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

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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H27.1　消防ポンプ自動車ＣＤ-Ⅰ　鈴鹿

800さ1025、H18　小型動力ポンプ付積
載車　鈴鹿800さ･･51

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

2

遵守 遵守 遵守 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

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 稲生

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H20　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ 286

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
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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

小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。 浄化槽

小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

浄化槽
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 飯野

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H16　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･121

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 河曲

【上半期】

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

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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H25　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･870

上半期 下半期

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/６人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/６人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/６人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。 浄化槽 単独処理/分離接触ばっ気方式/６人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

浄化槽 単独処理/分離接触ばっ気方式/６人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 一ノ宮

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H26　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･965

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 箕田

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H15　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･･60

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
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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

小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。 浄化槽

小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

浄化槽
小型合併処理/嫌気ろ床生物ろ過方式/５
人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 玉垣

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H17　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･･80

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 栄

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
Ｈ28　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ1123

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/担体流動循環方式/５人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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/担体流動循環方式/５人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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/担体流動循環方式/５人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。 浄化槽 合併処理/担体流動循環方式/５人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

浄化槽 合併処理/担体流動循環方式/５人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 若松

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H15　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･･56

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月

31



環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 神戸

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H13　消防ポンプ自動車ＣＤ-Ⅰ鈴鹿800

さ･116

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 天名

【上半期】

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

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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H18　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･･52

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

2

遵守 遵守 遵守 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

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例第１１
条

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

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 合川

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H17　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ･･86

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 井田川

【上半期】

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

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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H20　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800

さ 287

上半期 下半期

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/７人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/７人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理/分離接触ばっ気方式/７人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１１条の２

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止した
ときは、環境省令で定めるところにより、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。 浄化槽 単独処理/分離接触ばっ気方式/７人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

浄化槽 単独処理/分離接触ばっ気方式/７人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 久間田

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H6　消防ポンプ自動車ＣＤ-I　鈴鹿800

さ･103

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例第１１
条

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

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 椿

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車

H15　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ･･
58

H25　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ･
869

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例第１１
条

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

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 深伊沢

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

H13　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ･107 H29.3.11小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ１２０６

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H13　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ･107
⇒H29.3.11小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ

１２０６

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例第１１
条

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

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 鈴峰

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H26　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿800さ･

966

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例第１１
条

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

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

1月 2月 3月

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

4月 5月
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環境活動報告シート（平成28年度）

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

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

○ 備考

○ 備考

備考

環境活動報告シート（平成28年度）
所属名称 庄内

【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

【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

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

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H27.2　小型動力ポンプ付積載車　鈴鹿

800さ1032

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 単独処理／分離接触ばっ気方式／5人槽

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理／分離接触ばっ気方式／5人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

41



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理／分離接触ばっ気方式／5人槽

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理／分離接触ばっ気方式／5人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 単独処理／分離接触ばっ気方式／5人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

11 名

0 名

理由

11 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

11 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

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

所属（課等） 予防課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-9160（内線：7324）

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年6月1日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月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12日

研修効果 実施を行った全職員の環境に関する意識を確認できた。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 Suzuka-EMS職場研修・各職員が資料を確認する。 研修実施人数

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

備考

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

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

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

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 下半期に研修を行った人数

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 下半期あらたな研修対象外人数

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

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

購入・導入のみ

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

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

破棄・廃止のみ

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
アクティ　3台　H20アクティ61号車

/H19アクティ62号車/H19アクティ63号
車

上半期 下半期

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

【環境目標 1】

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

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

徹底している 徹底している

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

徹底しているので，継続していく。 徹底しているので，来年度も実施継続をしていく。

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

【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 ↓】

徹底しているので，継続していく。 徹底しているので，来年度も実施継続をしていく。

【環境目標 2】

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

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

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 ↓】

徹底しているので，継続していく。 徹底しているので，来年度も実施継続をしていく。

徹底しているので，継続していく。 徹底しているので，来年度も実施継続をしていく。

【環境目標 5】

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

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

徹底している 徹底している

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

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

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

徹底している 徹底している

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

徹底しているので，継続していく。 徹底しているので，来年度も実施継続をしていく。

44



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
　　　　　→

9
【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
　　　　　→

14
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

0.5% 0.4%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1734

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

3675
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 ↓】

物品購入なし。 物品購入なし。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

電子決済の回数を増やしていく。
結果が「もう少し努力できる」であったので，来年度はさらなる取
り組みを実施していきたい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

0
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

0
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

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

0

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

0

年間ノーカーデーを一人６回以上実施する。
前期・後期で各職員が6回以上実施していることから来年度はさらに
回数を増やす。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 6

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 6

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底している

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

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

【平成28年度】所属独自の環境目標

外部へのＰＲとして「エコドライブを推進しています」の標語ステッカーを車両に掲示する。（法定速度を守り急の付く運転をせず温室ガスの排出量を削減する）

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

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ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 ↓】

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

エコドライブ・
ＰＲ実施

徹底しているので，継続していく。 徹底しているので，来年度も実施継続をしていく。

45



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

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

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

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

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

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

概ね遵守されているので，
下半期も継続して行うこ
と。

電子決裁がまだまだ少ない
ので下半期は，増やしてい
くこと。

概ね遵守されているので，
下半期も継続して行うこ
と。

エコドライブを推進し，更なる徹
底を目指すこと。

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

概ね遵守されているので，来
年度も継続して行うこと。

電子決裁がまだまだ少ないの
で来年度は，更なる推進が必
要である。

概ね遵守されているので，来
年度も継続して行うこと。

エコドライブを推進し，更なる徹底
を周知すること。

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

13 名

0 名

理由

13 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

13 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

下半期あらたな研修対象外人数 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

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

所属（課等） 情報指令課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） ３８２－９１５６（内線7434）

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27年6月3日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月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12日

研修効果 職員全員の環境に関する意識が向上（再確認）できた

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 未実施の研修対象者なし 上半期の研修対象外人数

備考 実施結果確認表に記入し保存済

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 Suzuka-EMS研修結果 研修実施人数

備考

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

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

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

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 下半期に研修を行った人数

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

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

購入・導入のみ

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

○ 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　

破棄・廃止のみ

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

テレビ(パナソニック) 事務所(県防災行政用モニターテレビ)

上半期 下半期

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫 1台（使用冷媒：Ｒ600ａ）

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

2

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

1月 2月 3月

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

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 ↓】

目標どおり実施され，徹底されていた。 目標どおり実施され，徹底されていた。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月入力） 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 ↓】

目標どおり実施され，徹底されていた。 目標どおり実施され，徹底されていた。

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 ↓】

目標どおり実施され，徹底されていた。 目標どおり実施され，徹底されていた。

【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

48



環境活動報告シート（平成28年度）

【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

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 ↓】

目標どおり実施され，徹底されていた。 目標どおり実施され，徹底されていた。

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

徹底している 徹底している

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

目標どおり実施され，徹底されていた。 目標どおり実施され，徹底されていた。

【環境目標 5】

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

12
【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
　　　　　→

13
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

15.4% 16.3%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

78

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

80
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 ↓】

予算配当なし。 予算配当なし。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

更なる向上を目標とし，徹底したい。 平成29年度も向上出来るよう，継続する必要がある。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

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

【下半期】環境目標７に対する所属の結果

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

徹底されていた。 徹底されていた。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 7

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 7

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

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

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

指令室内に環境取組みの貼紙を掲示し，PRする。

年間計画及び実施状況

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

貼紙掲示 貼紙掲示 貼紙掲示

【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 ↓】

貼紙掲示 貼紙掲示 貼紙掲示 貼紙掲示 貼紙掲示 貼紙掲示 貼紙掲示 貼紙掲示 貼紙掲示

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）

業務に支障のない範囲で実施できた。 業務に支障のない範囲で実施できた。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

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

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

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

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

【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）

ＥＭＳの取組みによって，職
員が環境に関する各法令を理
解し，法令遵守が確実に浸透
している。

情報指令課で実施可能な取組
みを目標としている。クール
ビズ及びクールチョイスの掲
示は有効であると考える。

環境方針，職場研修，電子決
済及びノーカーデーの実施
等，ＥＭＳの取組みは概ね順
調である。

温室効果ガスは，対象外であるが，
全体的な取組み状況は，良好であ
る。

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

上半期と同様の目標を行い，
職員への浸透を図ることとし
た。

ＥＭＳに対する意識向上を図
るため，随時，職員同士で研
修を行い取組みの徹底を図っ
た。

上半期と同様に環境事業の継
続を行っており，取組みに関
しては順調である。

上半期と同様。

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

60 名

3 名

理由

66 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

57 名

研修未実施人数 3 名

名

9 名

0 名

名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

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

所属（課等） 中央消防署

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 内線　7113　外線　382-9165

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年6月3日

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

　救急救命士養成所へ派遣（３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】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月5日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月12日

研修効果 環境マネジメントや温室効果，地球温暖化について学ぶことができた。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・　救急救命士養成所へ派遣のため 上半期の研修対象外人数

備考 研修実施状況は，職場研修実施確認表に記載

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ職場研修資料 研修実施人数

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

備考 上半期は，研修実施対象人数は60名であったが，12月消防学校初任科研修を終えた6名が，職場に配属
になったため6名の増となった。

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

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

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

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ職場研修資料 下半期に研修を行った人数

研修効果 環境マネジメントや温室効果，地球温暖化について学ぶことができた。 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・　救急救命士養成所への派遣が終了したため
・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・　消防学校初任科研修が終了したため 下半期あらたな研修対象外人数

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

H15　救急１０号車 Ｈ２８.2月　救急10号車

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上

エアコンディショナー
7.5kW以上50kW未満の機器 3年に1回以上

50kW以上の機器 1年に1回以上

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

購入・導入のみ

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

○ 備考

○ 備考

○ 備考

破棄・廃止のみ H22団多機能車 11月から消防課へ移管

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車

H18ポンプ車１号車/H20水槽付ポンプ車
４号車/H15小型動力ポンプ付水槽車２５号
車/H14梯子車３２号車/H２７工作車４１

号車/H26救急車４号車/Ｈ２８救急車10号
車/H19救急車6号車/H18指揮車５１号車
/H15作業車７１号車/H18広報車６４号車
/H18救急支援車ホーミー/H23梯子車３１
号車/H21山林火災車７２号車/消防用バイ
ク（H25赤バイ１，H25赤バイ２）/Ｈ26
ポンプ車9号車（Ｈ28.3より西分署から借

受け）/Ｈ13水槽付ポンプ車2号車（Ｈ
28.3より鈴峰分署へ貸出し）

上半期 下半期

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

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　1階消毒室

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 規模能力等修正済み

2

遵守（Ｈ28.3より
消防車両1台
西分署から

借受け及び消防車
両1台鈴峰分署へ

貸出し）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守
（H22団多機
能車　消防課

へ移管）
遵守

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１２条の２第２項

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

感染性産業廃棄物（医療廃棄物） ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

3

1月 2月 3月

事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１２条の２第３項，第４項

事業者は、その特別管理産業廃棄物の運搬又は
処分を他人に委託する場合には、その運搬につ
いては第十四条の四第十二項に規定する特別管
理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定
める者に、その処分については同項に規定する
特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で
定める者にそれぞれ委託しなければならない

感染性産業廃棄物（医療廃棄物） ―

上半期 下半期

4

1月 2月 3月

事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第
12条の3第1項

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者
は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委
託する場合には、環境省令で定めるところによ
り、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時
に当該産業廃棄物の運搬を受託した者（当該委
託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場
合にあつては、その処分を受託した者）に対
し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数
量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称
その他環境省令で定める事項を記載した産業廃
棄物管理票（以下単に「管理票」という。）を
交付しなければならない

感染性産業廃棄物（医療廃棄物） ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条の3第5項

管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五
項の規定による管理票の写しの送付を受けたと
きは、当該運搬又は処分が終了したことを当該
管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票
の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定
める期間保存しなければならない

感染性産業廃棄物（医療廃棄物） ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条の3第6項

管理票交付者は、環境省令で定めるところによ
り、当該管理票に関する報告書を作成し、これ
を都道府県知事に提出しなければならない

感染性産業廃棄物（医療廃棄物） ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条の3第7項

管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、
第二項から第四項まで又は第十二条の五第五項
の規定による管理票の写しの送付を受けないと
き、又はこれらの規定に規定する事項が記載さ
れていない管理票の写し若しくは虚偽の記載の
ある管理票の写しの送付を受けたときは、速や
かに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分
の状況を把握するとともに、環境省令で定める
ところにより、適切な措置を講じなければなら
ない

感染性産業廃棄物（医療廃棄物） ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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８７条第１項

産業廃棄物を生じる工場等を有する者は、当該
工場等において生じる産業廃棄物の処分を産業
廃棄物の処分を業とする者に委託しようとする
ときは、規則で定めるところにより、当該委託
しようとする処分業者が、当該産業廃棄物を処
分するための能力を現に有していることを確認
し、規則で定める事項を記録しておかなければ
ならない。

感染性産業廃棄物（医療廃棄物） ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し 事象無し 遵守 事象無し 事象無し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

水質汚濁防止法第１４条の2

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

地下タンク貯蔵所 軽油/5000Ｌ

上半期 下半期

10

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法第１１条

製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする
者は、政令で定めるところにより、製造所、貯
蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造
所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号
に定める者（消防本部及び消防署を置く市町村
の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所
当該市町村長）の許可を受けなければならな
い。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又
は設備を変更しようとする者も、同様とする。
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

地下タンク貯蔵所 軽油/5000Ｌ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

11

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法第１２条の6

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又
は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の
用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町
村長等に届け出なければならない
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

地下タンク貯蔵所 軽油/5000Ｌ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

12

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法第１４条の3の2

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

※平成16年4月1日から漏洩点検の基準変更
新設又は既設の製造所等
⇒完成検査を受けた日から15年を超えないもの
⇒交付を受けた日(平成17年8月2日)及び前回の
点検から3年以内
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

地下タンク貯蔵所 軽油/5000Ｌ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

13

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市危険物規制規則第４条

製造所等の所有者，管理者又は占有者(以下「所
有者等」という。)は，当該製造所等において，
次に掲げる事項（○設置者の氏名又は住所(法人
にあっては，その名称，代表者の氏名及び主た
る事務所の所在地)○危険物の貯蔵又は取扱いの
方法○製造所等の着工又は完成期日を３月以上
遅延すること）を変更するときは，危険物製造
所等変更届出書(第５号様式)により市長に届け出
なければならない。
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

地下タンク貯蔵所 軽油/5000Ｌ

上半期 下半期

14

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

危険物の規制に関する政令第13条第5
項

地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術
上の基準は、次のとおりとする／（第５項）地
下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところ
により、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所であ
る旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項
を掲示した掲示板を設けること
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

地下タンク貯蔵所 軽油/5000Ｌ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

15

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

水質汚濁防止法第１４条の2

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

少量危険物貯蔵所 ガソリン100Ｌ/軽油400Ｌ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

16

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第46条

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

少量危険物貯蔵所 ガソリン100Ｌ/軽油400Ｌ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

17

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法第１１条

製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする
者は、政令で定めるところにより、製造所、貯
蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造
所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号
に定める者（消防本部及び消防署を置く市町村
の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所
当該市町村長）の許可を受けなければならな
い。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又
は設備を変更しようとする者も、同様とする。
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

一般取扱所(非常用発電)

中央消防署：発電出力（300KｖA）／使
用燃料（軽油）／全出力（240KW）／軽
油1714Ｌ（最大取扱量）／軽油200Ｌ(貯

蔵)

上半期 下半期

18

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法第１２条の6

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又
は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の
用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町
村長等に届け出なければならない
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

一般取扱所(非常用発電)

中央消防署：発電出力（300KｖA）／使
用燃料（軽油）／全出力（240KW）／軽
油1714Ｌ（最大取扱量）／軽油200Ｌ(貯

蔵)

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

19

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

消防法第１４条の3の2

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

※平成16年4月1日から漏洩点検の基準変更
新設又は既設の製造所等
⇒完成検査を受けた日から15年を超えないもの
⇒交付を受けた日(平成17年8月2日)及び前回の
点検から3年以内
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

一般取扱所(非常用発電)

中央消防署：発電出力（300KｖA）／使
用燃料（軽油）／全出力（240KW）／軽
油1714Ｌ（最大取扱量）／軽油200Ｌ(貯

蔵)

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

20

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市危険物規制規則第４条

製造所等の所有者，管理者又は占有者(以下「所
有者等」という。)は，当該製造所等において，
次に掲げる事項（○設置者の氏名又は住所(法人
にあっては，その名称，代表者の氏名及び主た
る事務所の所在地)○危険物の貯蔵又は取扱いの
方法○製造所等の着工又は完成期日を３月以上
遅延すること）を変更するときは，危険物製造
所等変更届出書(第５号様式)により市長に届け出
なければならない。
【指定数量以上の危険物貯蔵所】
危険物の指定数量
第２石油類（灯油，軽油等）
非水溶性液体　1,000L

一般取扱所(非常用発電)

中央消防署：発電出力（300KｖA）／使
用燃料（軽油）／全出力（240KW）／軽
油1714Ｌ（最大取扱量）／軽油200Ｌ(貯

蔵)

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

21

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

危険物の規制に関する政令第19条

一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基
準は、第９条第一項の規定を準用する。

一般取扱所(非常用発電)

中央消防署：発電出力（300KｖA）／使
用燃料（軽油）／全出力（240KW）／軽
油1714Ｌ（最大取扱量）／軽油200Ｌ(貯

蔵)

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

22

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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

徹底している 徹底している

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

継続して徹底していく 継続して徹底していく

【環境目標 2】

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

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

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

【環境目標 1】

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

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

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

継続して徹底していく 継続して徹底していく

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

徹底している 徹底している

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

継続して徹底していく 継続して徹底していく

【環境目標 3】

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

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

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

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

徹底している 徹底している

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

継続して徹底していく 継続して徹底していく

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

徹底している 徹底している

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

継続して徹底していく 継続して徹底していく

【環境目標 5】

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

60
【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
　　　　　→

63
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

4.3% 6.1%上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1400

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1035

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 ↓】

継続して推進に努めていく 継続して推進に努めていく
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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

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

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

　※ 半期で行った回数を所属人数で除して整数で入力
　　　「半期で行った回数」　例：3人の所属で，Aが10回，Bが7回，Cが5回実施した場合は，22回

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

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める
　※ 購入の個数に関係なく，1回の購入を1件と数える
　　【基準値】全物品購入件数に占めるエコ製品購入の割合（小数点第2位を四捨五入）

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

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

【下半期】環境目標７に対する所属の結果

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

継続して徹底していく 継続して徹底していく

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果
 下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 5

【上半期】環境目標8に対する所属の結果
 下半期
 実施回数 → 9

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

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

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

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境への市民の関心を高めるため，消防署見学者において環境に優しい消防庁舎(太陽光発電，雨水利用等)をＰＲする。

年間計画及び実施状況

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

継続して徹底してく 継続して徹底していく

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

0 47人 200人

【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 ↓】

0 94人 759人 31人 14人 122人 516人 70人 0

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

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

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

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

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続 事業の停止 事業の完了

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力） 該当なし

該当なし

該当なし
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Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【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）

根拠法令に基づき，適正に努
めた。

各職員が目標達成に積極的に
取組み，節電・環境への意識
が向上し，結果として目標達
成できたと評価する。

該当無し

閉庁困難な職場であり，照明・エア
コン等の使用頻度は高いが，職員の
意識向上が図れ，電気使用量が減額
できたことを評価する。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

根拠法令に基づき，適切に努
めている。

各職員が目標達成に積極的に
取組み，節電・環境への意識
が向上しており，有効と評価
する，

該当無し

閉庁困難な職場であり，職場であり
照明・エアコン等の使用頻度が高い
ことから，職員の意識向上が図れ，
電気使用量が減額できたことを評価
する。

【下半期】

実施人数 実　施　日 平成29年3月15日（水）・16日（木）

63 名

各種資料名 鈴鹿市環境マネジメントシステム緊急事態対応手順書（燃料タンク緊急事態対応手順書）

訓 練 内 容 緊急時の対応手順について周知する

訓 練 効 果 職員に対応手順を理解してもらうことができた

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考
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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

28 名

名

理由

28 名

名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

28 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　【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 】 ※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。

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 意識の向上

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 なし 上半期の研修対象外人数

備考

下
半
期

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13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

所属（課等） 南消防署

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-386-0630

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10日
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Ⅳ 設備の変更点の確認
・『Ⅴ 施設及び設備等の点検』の活動・設備等に変更があった場合のみ記入

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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

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

テレビ（ブラウン管式・液晶式）
食堂（ブラウン管式）／１階事務室（液

晶）

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

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

空調機器 仮眠室A・B

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

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

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

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）

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

4台

上半期 下半期

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

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

【上半期】
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 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

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

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

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 ５７台（2,234㎡）

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 －

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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
救急3号車/救急8号車/１３号車/１４号

車

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・衣類乾燥機
洗濯機２台・衣類乾燥機２台／洗面所・車

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

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 2台　食堂（うち1台ノンフロン）

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
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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　

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

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

決裁方法の見直しをし電子決済を増やす。 上半期より微増しているが，もう一度決裁方法を見直す。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

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

【下半期】環境目標７に対する所属の結果

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

31
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

35
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

9.4% 10.6%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

331

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

330
もう少し努力できる 徹底されている

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

徹底している 徹底している

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

徹底している。下半期も継続して行う。 下半期も徹底している。

【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

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。下半期も継続して行う。 下半期も徹底している。

【↓ 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。下半期も継続して行う。 下半期も徹底している。

【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 ↓】

徹底している。下半期も継続して行う。 下半期も徹底している。

【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

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

【環境目標 1】

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

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

徹底している 徹底している

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

徹底している。下半期も継続して行う。 下半期も徹底している。

【環境目標 2】

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

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

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

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

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】

緑のカーテンは夏季は，南面の開口部を覆い室内温度上昇を抑制できました。今
後も，節電に努めます。

緑のカーテンの撤収を丁寧に行い，来年度に向けての資材管理と設置箇所の清掃
により環境準備を整えることができた。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

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

徹底している 徹底している

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

【平成28年度】所属独自の環境目標

国道から見える庁舎の窓に緑のカーテンを設置し，環境対策に取り組んでいる事をＰＲするとともに，庁舎内で使用する電気使用量の削減を行う。

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

【↓ 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。下半期も継続して行う。 下半期も徹底している。

【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 ↓】

【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 → 7

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 7

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

該当なし

該当なし

該当なし
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Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

フロン排出抑制法に係る簡
易定期点検も適正に実施さ
れ法令順守されている。

各種環境目標に全員が徹底
して取り組んでいる。

庁舎南側窓前面に設けた
ゴーヤのグリーンカーテン
は国道からもよく目立ち市
民へのＰＲ効果大であっ
た。

温室効果ガス排出量は昨年に比べ
削減され，環境目標もしっかり取
組んでいる。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

フロン排出抑制法に係る簡
易定期点検も適正に実施さ
れ法令順守されている。

各種環境目標に全員が徹底
して取り組んでいる。

庁舎南側窓前面に設けた
ゴーヤのグリーンカーテン
は国道からもよく目立ち市
民へのＰＲ効果大であっ
た。

温室効果ガス排出量は昨年に比べ
削減され，環境目標もしっかり取
組んでいる。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

17 名

0 名

理由

17 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

17 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

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

　　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。）

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

テレビ（ブラウン管式）1階事務室
空調機器（三菱重工業株式会社）１階事務室

テレビ（液晶式）１階事務室
空調機器（東芝キャリア株式会社）1階事務室

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

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

研修効果 所属全員の知識の向上と意識付けができた

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

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

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

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月10日

【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

所属（課等） 北分署

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-378-0330　/　（内6821）

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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

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

テレビ（液晶式） １台　１階事務室

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

空調機器 3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

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

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）

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

2台

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
２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

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 －

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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H24消防車７号車/H24消防車８号車
/H26消防車２６号車/H24救急車2号

車

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 １台　１階食堂

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
・衣類乾燥機

・2台（１階便所室）
・1台（トイレ）

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
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○ 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　

【↓ 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 ↓】

クールチョイスのラベルをスイッチ付近に貼りつけた クールチョイスのラベルをスイッチ付近に貼りつけた

【環境目標 3】

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

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

徹底している 徹底している

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

紙の削減には心がけている。
下半期も徹底して取組んでいきたい。

紙の削減には心がけている。
下半期も徹底して取組んでいきたい。

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

【環境目標 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 ↓】

クールチョイスのラベルをスイッチ付近に貼りつけた クールチョイスのラベルをスイッチ付近に貼りつけた

【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

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

年間総合実施状況（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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
２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

事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
２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

事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 事象無し 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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
２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

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

事象無し
保守点検
水質調査

年間総合実施状況（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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
２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
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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

ゴーヤと朝顔の他にきゅうりを追加し実施した

土壌つくり
アサガオ・ゴー

ヤの種植え 実施 実施 実施 撤去

【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 該当しない

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

【平成28年度】所属独自の環境目標

夏期に向け，空調設備などの消費電力を抑えるため，ゴーヤ及び朝顔を植えグリーンカーテンを作り事務所内への直射日光を防いで室内温度の上昇を抑えている
取組を外部にＰＲする。

年間計画及び実施状況

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

【↓ 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 ↓】

職員間でばらつきがあるため，全員が年間６回以上実施するよう努める。
上半期に実施回数が少なかった者も積極的に行い，全員が年間６回以上実施でき
た。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

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

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

予算配当なし 予算配当なし

【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 → 14

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 3

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

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

月毎の報告等について電子決裁で行うこととした 月毎の報告等について電子決裁で行うこととした

【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　　→

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

【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
　　　　　→

38
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

17.0% 14.2%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

276

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

267
徹底されている 徹底されている

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

徹底している 徹底している

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

廃棄物の分別について職員一同で取組んでいる。
下半期も徹底して取組んでいきたい。

廃棄物の分別について職員一同で取組んでいる。
下半期も徹底して取組んでいきたい。

【環境目標 5】

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

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

徹底している 徹底している

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

一般業務の際，アイドリングストップを徹底している。 一般業務の際，アイドリングストップを徹底している。

【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
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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

【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）

法的事項については適正に遵
守はされている。

環境目標については,適切に設
定されている。

閉庁困難な場所であり,照明,エアコン
等の使用頻度が高いことから,特に省
エネ,節電などの取り組みは妥当であ
る。

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）

法的事項については適正に遵
守はされている。

環境目標については,適切に設
定されている。

閉庁困難な場所であり,照明,エアコン
等の使用頻度が高いことから,特に省
エネ,節電などの取り組みは妥当であ
る。

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

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】

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）

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

17 名

0 名

理由

17 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

17 名

研修未実施人数 0 名

0 名

名

名

名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

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

　　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。）

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

購入・導入のみ
平成２8年３月　中央消防署の救急5号車と西分署の救急10号車を入れ替える。
平成２8年３月　西分署の９号車を一時中央消防署で管理。

破棄・廃止のみ

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

研修効果 Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳに対して，より深く認識するようになった。

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 下半期あらたな研修対象外人数

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

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13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

所属（課等） 中央消防署西分署

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 内線6830　外線059-370-2119

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年5月24日
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Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

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

テレビ（液晶式）
液晶テレビ３台（1階談話室・食堂・待機

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

空調機器 　仮眠室×2・談話室

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

　　　　　　　　　　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

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

購入・導入のみ 平成28年12月　中央消防署の救急5号車を更新（購入）し，西分署の救急5号車として運用する。

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）

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

２台

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

消防車の運用は，2台であった。
消防車の運用が3台になった。（平成28年10月　9号車が中央消
防署から返却される。）
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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

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 －

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(H28年3月より車両
1台中央署へ貸し出し） 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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H15消防車３号車/H17消防車１０号車
/H28救急車救急５号車/H26消防車９号車
(H28年10月に中央署から返却）

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 ３台　1階食堂、待機室、車庫

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

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／衣類乾燥機 ２台（車庫）／１台（車庫）

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
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○ 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　

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

徹底できている。後期も同様に継続する。
徹底できているが，冬季は低温が続き，エアコンの暖房使用時間が
例年より多かったと思われる。

【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 ↓】

徹底できている。後期も同様に継続する。 徹底できている。次年度も継続が必要である。

・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

【環境目標 1】

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

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

徹底している 徹底している

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

徹底できている。後期も同様に継続する。 徹底できている。次年度も継続が必要である。

【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

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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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

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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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

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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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

評価事象無し 点検 評価事象無し 点検 評価事象無し 点検 評価事象無し 点検 評価事象無し 点検 評価事象無し 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，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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

上半期はグリーンカーテンを作成した。下半期はブラインドの調整をこま
めに行う。

ブラインドでの調整ができた。

①ブラインド
等にて調整

①種植え ①実施 ①実施 ①実施 ①実施 ①撤去
①ブラインド
等にて調整

①ブラインド
等にて調整

①ブラインド
等にて調整

①ブラインド
等にて調整

①ブラインド
等にて調整

【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

0 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 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

温暖化対策のPRと室内温度を下げる為，緑のカーテンを実施する。

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

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

徹底できている。後期も同様に継続する。 徹底できている。次年度も継続していく。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

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

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

【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 → 6

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 6

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

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

文章の内，電子決裁にできるものが限定されており，電子化枠組みの再構築が必
要と思われる。現時点で可能な範囲内の電子決裁をより促進する。

上半期から電子決裁をより促進した結果，改善が見られた。次年度も継続的に実
施すべきである。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

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

【下半期】環境目標７に対する所属の結果

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

【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
　　　　　→

36
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

8.8% 11.5%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

331

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

314
もう少し努力できる 徹底されている

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

徹底している 徹底している

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

徹底できている。後期も同様に継続する。 徹底できている。次年度も継続が必要である。

【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 ↓】

緊急走行もあり経済運転は難しいが，下半期は，より高い意識を待
つ。

緊急走行以外での実行ができた。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

【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）

法令に従い，点検をしてい
る。

車両の入替え等があり，ガソ
リンの使用量が増えたもの
の，通常業務の中で適切に取
り組み，成果があがってい
る。

該当なし。
前期に比べより意識の高まりがみら
れた。

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）

法令に従い，点検をしてい
る。

通常業務の中で，適切に取り
組み，成果があがっている。

該当なし。
全体的には，ＥＭＳの活動が理解さ
れており，良好といえるが，まだ努
力できるところがあると思われる。

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

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】

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）

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

17 名

0 名

理由

17 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

17 名

研修未実施人数 0 名

0 名

0 名

0 名

0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

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

　　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。）

【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

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

研修効果 職場全員の環境に関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 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

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 平成28年度　Suzuka-EMS職場研修 研修実施人数

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月12日

【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

所属（課等） 中央署　東分署

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 内線　6814/外線　384-0119

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年5月24日
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Ⅴ 施設及び設備等の点検
・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

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

テレビ（液晶式） １台　１階事務室

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

空調機器
食堂・１階会議室・仮眠室×2

・トレーニング室

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

　　　　　　　　　　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 エアコン2台：平成29年3月31日に破棄

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

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ エアコン2台（出力7.5ｋｗ）を平成29年3月31日に破棄

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）

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

4台⇒2台

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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

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。

特別管理廃棄物 －

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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車
H18 13号車/H17 14号車/H21 救急

7号車/H9 21号車

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 １台　１階食堂

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

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／衣類乾燥機
洗濯機　2台　ユーティリティ室

／衣類乾燥機　1台　ユーティリティ室

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
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○ 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　

【↓ 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 ↓】

実施しているので，今後も継続実施します。 下半期も実施できているため，今後も継続します。

【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 ↓】

両面印刷等，紙の削減に取組んでもらったが，プレビュー等で確認
し，プリントミスを減らすように努めていく。

両面印刷やNアップ印刷を活用し，紙の削減を実施しており，今後も
継続します。

・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 ↓】

休み時間や未使用の場所はこまめに消灯が行われているので，今後
も継続実施します。

下半期も不必要な場所はこまめに消灯が行われているので，今後も
継続実施します。

【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

事象なし 保守点検 事象なし 保守点検 事象なし 保守点検 事象なし 保守点検 事象なし 保守点検 事象なし 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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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

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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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 保守点検 事象なし 保守点検 事象なし 保守点検 事象なし 保守点検 事象なし 保守点検 事象なし 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，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／沈殿分離接触ばつ気方式／２
５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
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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

緑のカーテンは夏季は，南面の開口部を覆い室内温度上昇を抑制できました。今
後も，節電に努めます。

緑のカーテンの撤収を丁寧に行い，来年度に向けての資材管理と設置箇所の清掃
により環境準備を整えることができた。

準備 実施 実施 実施 実施 実施 撤去 準備 準備 準備 準備 準備

【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 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

空調設備等の消費電力を抑えるため，事務所の南側に朝顔やゴーヤを植えてグリーンカーテンを作り事務所内の室内温度の上昇温度を抑制する。

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

【↓ 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 ↓】

ノーカーデーの実施推進を下半期も勤めたい。 来年度も引き続きノーカーデーの実施推進に努めたい。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

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

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

【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 → 5

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 4

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

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

電子決裁数が少ない事を周知，下半期の推進に努めます。 来年度に向けて，電子決裁の推進の周知に努めます。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

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

【下半期】環境目標７に対する所属の結果

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

【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
　　　　　→

26
【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
　　　　　→

29
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

9.7% 9.4%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

269

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

308
もう少し努力できる もう少し努力できる

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

徹底している 徹底している

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

発生した廃棄物の分別を,今後も注意しながら徹底していきます。 ４R活動，廃棄物の分別を実施しており，今後も継続します。

【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 ↓】

実施できているので，今後も継続して行います。
下半期，緊急出動時を除いて実施できており，引き続き継続しま
す。

【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
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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

【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）

　法律にかかるエアコンディ
ショナーに関しては，３ヶ月
毎に点検を行っている。

　節電や紙のリサイクル，室
内温度の管理について職場内
で実施している。

該当なし
　ガス，電気，灯油の削減ができて
いるため，今後も引き続き実施して
いきたい。

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

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）

　法律にかかるエアコンディ
ショナーに関しては，３ヶ月
毎に点検を行っている。

　職員一人ひとりが，環境目
標を十分把握し節電に努め，
また，緑のカーテンを設置し
た。

該当なし

　前年度から見ると，ガス，電気は
削減できているものの，灯油に微増
が見られたため，職員に削減に努め
るよう周知を行う。

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

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】

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）

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

15 名

名

理由

15 名

名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

15 名

研修未実施人数 名

名

名

名

名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

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

　　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。）

【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

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

研修効果 EMS研修により職員の環境に関する知識と意識が向上した。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

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

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（パワーポイント） 研修実施人数

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10日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月10日

【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

所属（課等） 中央消防署　鈴峰分署

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 内線６８５０，６８５１

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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

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

テレビ（液晶・ブラウン管）
１階事務室（液晶）
食堂（ブラウン管）

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

空調機器 事務室×2／食堂×2／乾燥室×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

　　　　　　　　　　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

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

購入・導入のみ 衣類乾燥機（備品登録済）

破棄・廃止のみ 衣類乾燥機（備品登録廃棄済）

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）

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

5台

【下半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

H14消防車16号車/H13消防車2号車/H22救急車1号車（使用冷媒：
R134ａ）

H２８消防車16号車/H22救急車1号車（使用冷媒：R134ａ）
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

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

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 －

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 H28.3より消
防車両１台，中央

署から借受け
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

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車 H28消防車16号車/H22救急車1号車

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

洗濯機・衣類乾燥機
洗濯機2台・衣類乾燥機１台

ランドリー室及び消毒室

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

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 1台　食堂

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
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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　

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

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

昨年度の起案を電子決裁に移行している。 上半期同様に電子決裁を推進する。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

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

【下半期】環境目標７に対する所属の結果

上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

【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
　　　　　→

35
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

32
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

17.0% 14.7%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

206

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

217
徹底されている 徹底されている

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

徹底している 徹底している

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

4R活動の励行及び廃棄物の分別を徹底する。 4R活動の励行及び廃棄物の分別の継続を徹底する。

【環境目標 5】

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

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

徹底している 徹底している

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

緊急運行が多い中でも，通常運行時には経済運転を励行する。
緊急運行が多い中でも，通常運行時には経済運転を継続して励行す
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 ↓】

エアコン・パソコン・ディスプレイの電源管理を徹底する。 エアコン・パソコン・ディスプレイの電源管理の継続を徹底する。

【環境目標 3】

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

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

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Ｎアップ印刷の推奨及びプレビュー確認を徹底する。
両面印刷とＮアップ印刷の推奨及びプレビュー確認の継続を徹底す
る。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

・環境目標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 ↓】

未使用時の部屋の消灯，安全範囲内で廊下の照明を間引きし節電し
ている。

未使用時の部屋の消灯，安全範囲内で廊下の照明を間引きし節電す
ることを継続する。

【環境目標 2】

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

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

徹底している 徹底している
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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

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

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】

緑のカーテンとしての効果が前年度に比べると余り得られなかっ
た。

今年度も緑のカーテンを作成し節電を図る。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

草抜き
アサガオの種ま
き及び植付け

枠とネットの設
置 管理 管理 撤去 撤去 撤去 撤去 撤去 撤去 撤去

【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 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

緑のカーテンを作り，夏場の室温上昇を抑制し節電を図ることを，外部に向けた環境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

【↓ 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 ↓】

隔日勤務であるため所属内での一斉実施はできないが，各自で実施中。
上半期同様に一斉実施はできないが，来年度にあっても各自で実施
を継続する。

【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 →

【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 ↓】

【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 → 6

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 6

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

該当なし

該当なし

該当なし
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Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

下半期にあっても上半期同様，全項
目において順守されている。来年度
にあっても環境管理に努めてもらい
たい。

緑のカーテンは，それ自体で市民へ
の十分な環境ＰＲとなる。また，節
電への手法として有効であるため継
続して実施に努めてもらいたい。

各職員の目標達成に向けた意識は，
向上していると思われる。来年度に
あっても環境事業の推進に努めても
らいたい。

温室効果ガス総排出量，電気使用量共に昨
年よりも微増であるが，職員の節電に対す
る意識が定着していると思われる。来年度
にあっても，環境管理推進員を中心に取り
組んでもらいたい。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

全項目において順守されている。下
半期においても同様に環境管理に努
めてもらいたい。

例年に比べ，ゴーヤの育ちが悪かっ
たため，今年度よりアサガオに切り
替え，緑のカーテンとして実施して
いる。緑のカーテンにあっては，節
電に有効であると考える。

24時間勤務の所属であるが，各職員が工夫
を凝らし実施しており，環境への意識が向
上していると思われる。
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