
Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

19 名

1 名

理由

18 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

19 名

研修未実施人数 1 名

0 名

1 名

1 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

※下半期の実施は，上半期の未実施者もしくは下半期からの雇用者が対象

研修未実施人数研修効果

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

備考

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

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

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

「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。

Suzuka-EMS，地球温暖化等について理解を深めることができた

・・・・・・・　平成29年１月採用のため

・・・・・・・　育児休業を取得しているため

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

1年に1回以上

点検の頻度製品区分

エアコンディショナー

育児休業を取得しているため（１人）

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

下半期に研修を行った人数

【 上半期 】

【 下半期 】

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

研修効果

各種資料名・内容

備考

各種資料名・内容

研修実施人数

上半期の研修対象外人数

・・・・・・・

環境管理推進員（作成者）

50kW以上の機器

・・・・・・・

提出日 平成29年4月13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

育児休業を取得しているため（１人）

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

【下半期】

平成28年度Suzuka-EMS職場研修資料

Suzuka-EMS，地球温暖化等について理解を深めることができた

・・・・・・・　育児休業を取得しているため

平成28年度Suzuka-EMS職場研修資料

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

【上半期】

環境活動報告シート（平成28年度）

冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上の機器

7.5kW以上50kW未満の機器

定格出力

1年に1回以上

3年に1回以上

所属（課等） 子ども政策課

連絡先（内線・外線） 6712

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

・・・・・・・

提出日 平成28年6月2日

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月11日

当
初

環境管理推進員（作成者）

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

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

破棄・廃止のみ

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

購入・導入のみ

活動・設備等の変更

活動・設備等の変更

変更前 変更後

【上半期】

【下半期】

変更前 変更後

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器（学童クラブ等）
14台

（公設民営の放課後児童クラブ　全11箇所）

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

簡易点検実施

　　　　　　　　　　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）

簡易点検実施 簡易点検実施 簡易点検実施

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

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

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

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

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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

○ 備考

○ 備考

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器（子育て応援館） 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

簡易点検実施

　　　　　　　　　　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）

簡易点検実施 簡易点検実施 簡易点検実施

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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

空調機器（子育て応援館）
子育て応援館10台　（事務室，和室，調理室，
講習室1，講習室2×2，講習室3，談話室，陶
芸室，プレイルーム）

上半期 下半期

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

遵守 遵守 遵守

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法第６条

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

テレビ（ブラウン管式）（子育て応援
館）

談話室1台

上半期 下半期

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

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

冷蔵庫（子育て応援館） 2台　調理室／事務室

上半期 下半期

1月 2月 3月

評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象無し 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11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

3



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 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　

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

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【上半期】環境目標３に対する所属の結果

徹底している

各職員が意識し，徹底することができた。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【環境目標 2】

周知 周知

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 ↓】

【上半期】環境目標１に対する所属の結果

執務室については，窓口対応があるため実施できないが，その他の場
所では徹底することができた。

徹底している

【環境目標 1】

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

【下半期】環境目標１に対する所属の結果

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

上半期同様，可能な範囲で徹底することができた。

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

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【下半期】環境目標2に対する所属の結果

【環境目標 3】

各職員が意識し，徹底することができた。

【上半期】環境目標2に対する所属の結果

徹底している 徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

各職員が意識し，徹底することができた。

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 ↓】

各職員が意識し，徹底することができた。

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（子育て応援館） ―

上半期 下半期

5月 6月 7月 8月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

周知

3月

適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理 適正に処理

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

8

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第１５条

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

駐車場（子育て応援館） 54台（７００㎡）

上半期 下半期

4月

評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし 評価事象なし

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 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

周知 周知 周知 周知 周知 周知 周知

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

周知 周知

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物（子育て応援館） 施設廃棄物全般

上半期 下半期

1月 2月

4



環境活動報告シート（平成28年度）

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

引き続き徹底できた。

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

100.0%

徹底されている

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

意識して購入することができた。

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

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

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

【環境目標 8】

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

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　　→

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

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

【環境目標 7】

【環境目標 6】

6.1%

もう少し努力できる

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

紙決裁でないと処理できないものが多いこと，また内部管理事務でないことから庁内向け
の発信等の機会があまりないことから，紙決裁が多くなり，相対的に電子決裁の割合が低
くなってしまう。割合だけにこだわらず，今後も可能な範囲で件数を増やすようにしてい
きたい。

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

各職員が意識し，徹底することができた。

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

【下半期】環境目標５に対する所属の結果

徹底している

【環境目標 5】

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

84
【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
　　　　　→

66

8.4%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

【下半期】環境目標6に対する所属の結果

徹底している

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

各職員が意識し，徹底することができた。各職員が意識し，徹底することができた。

【↓ 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 ↓】

各職員が意識し，徹底することができた。

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 ↓】

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 → 3
徹底されている

 下半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 →

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

【環境目標 9】

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている

目標回数にとらわれず，下半期も積極的に実施する。

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

【上半期】環境目標５に対する所属の結果

6

【上半期】環境目標４に対する所属の結果

物品を購入する機会がある場合で，エコ製品があるときは，配慮す
る。

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

徹底している

 上半期
 作成枚数 →

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

6

996

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1085
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 ↓】

紙決裁でないと処理できないものが多いこと，また内部管理事務でないことから庁内向け
の発信等の機会があまりないことから，電子決裁の割合はどうしても低くなってしまう
が，下半期も可能な範囲で件数を増やすようにしていきたい。

【環境目標 4】

5



環境活動報告シート（平成28年度）

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

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

・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】

担当G

12月

適宜実施

【下半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

事業の完了

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力）※該当欄に○

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

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

次年度以降の事業の方向性
（３月入力）※該当欄に○

事業の継続 他事業と統合して継続

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

事業の停止

目標設定 適宜実施 適宜実施

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針

1月

実施施策
詳細

実施施策

【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

可能な範囲で実施することができた。

【平成28年度】所属独自の環境目標

課発信のメールの署名欄や末尾スペースに本市が温暖化防止の取組を行っている旨を可能な限り記載して発信し，周知を図る。

年間計画及び実施状況

施策

適宜実施

下半期についても，継続して徹底することができるよう引き続き努め
たい。

適宜実施 適宜実施 適宜実施 適宜実施

備　　　考

【上半期】

実施人数 実　施　日

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果
名

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2月 3月

【上半期】所属独自の環境目標に対する所属の結果

徹底している

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】

適宜実施 適宜実施

該当なし

該当なし

該当なし

6



環境活動報告シート（平成28年度）

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

適切に実施できた。
可能な範囲で実施できた。電
子決裁については，引き続き
件数の増加を図りたい。

環境に配慮し，おおむね適切に実施
できた。なお，温室効果ガス管理に
ついては，施設の性質が変わり，使
い方が変わったため，排出量が減少
したが，来年度については，今年度
との比較になるため，引き続き適切
な運用に努めたい。

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

【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）

子育て応援館と連携し，実施
できている。

徹底して取り組むことができ
ており，下半期も引き続き取
り組むこととする。

課員が趣旨を理解し，環境に配慮し
た取組を行った。また，取組結果に
おいても全般的に良好であった。

7
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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

10 名

0 名

理由

10 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

10 名

研修未実施人数 0 名

0 名

0 名

0 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

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

研修効果 環境問題に対する関心が高まった。市民への啓発とPRを進めていきたい。

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 平成28年度　Suzuka-EMS　職場研修 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

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4日

所属（課等） 子育て支援センターりんりん

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-372-3303

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27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

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

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

空調機器 2台（会議室・事務室）

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 尊守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器 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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

9



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 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車 H19アクティ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

6

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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／トイレ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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／事務室

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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・液晶） 事務所：ブラウン管式，会議室：液晶

上半期 下半期

3

10



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 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

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 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条の２

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

浄化槽
合併処理／嫌気ろ床接触ばっ気方式／
14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

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

浄化槽法第１０条，第１１条

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

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

浄化槽
合併処理／嫌気ろ床接触ばっ気方式／
14人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

10

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 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５条

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

浄化槽
合併処理／嫌気ろ床接触ばっ気方式／
14人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第１５条

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

駐車場 43台　1,500㎡

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

7

11



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　

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 ↓】

出前保育事業が多いため公用車利用が主となる。 出前保育事業が多いため公用車利用が主となる。

【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 ↓】

来館者，職員より，牛乳パック・ペットボトル・リサイクル品を収集
し，再利用している。

来館者，職員より，牛乳パック・ペットボトル・リサイクル品を収集
し，再利用している。

【環境目標 5】

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。片面印刷は，裏面使用印刷。ミスを減らす。 両面印刷。片面印刷は，裏面使用印刷。ミスを減らす。

【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

徹底している 徹底している

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

冷暖房は基準設定温度。しかし来館者人数により調節する必要があ
る。省エネ・節電を心がける。

冷暖房は基準設定温度。しかし来館者人数により調節する必要があ
る。省エネ・節電を心がける。

【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 ↓】

消灯・点灯については個々が確認。チェックシートを作成し確認。 消灯・点灯については個々が確認。チェックシートを作成し確認。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

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

合併処理／嫌気ろ床接触ばっ気方式／
14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

13

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
合併処理／嫌気ろ床接触ばっ気方式／
14人槽

上半期 下半期

12

12



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

緑のカーテンの生育がよく，また，あわせてよしずや遮光ネットの利用により節電につな
がった。保護者や地域の方へのPRや啓発が進み，リサイクル活動やごみの軽減などにつな
がった。

廃材・育児用品のリサイクル・リユースが順調にできた。

廃材・育児用品の
リサイクル・リ
ユースを実施

廃材・育児用品の
リサイクル・リ
ユースを実施

計画の見直し

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

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 ↓】

緑のカーテンの準
備，廃材・育児用
品のリサイクル・
リユースを実施

ゴーヤ・朝顔など
の種まき，廃材・
育児用品のリサイ
クル・リユースを

実施

緑のカーテンの実
施，廃材・育児用
品のリサイクル・
リユースを実施

緑のカーテンの実
施，廃材・育児用
品のリサイクル・
リユースを実施

緑のカーテンの実
施，廃材・育児用
品のリサイクル・
リユースを実施

緑のカーテンの実
施，廃材・育児用
品のリサイクル・
リユースを実施

緑のカーテンの実
施，廃材・育児用
品のリサイクル・
リユースを実施

緑のカーテンの撤
去，廃材・育児用
品のリサイクル・
リユースを実施

廃材・育児用品の
リサイクル・リ
ユースを実施

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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(ゴーヤ・あさがお・フーセンカズラ）を作ったり，よしずや遮光ネットを利用して直射日光を遮り，節電の啓発とともに，省エネに取り組んでいる事
をPRする。 ゴミの持ち帰りの推進。廃材の収集と廃材を利用した製作活動や手作り玩具の活動アピールを通してごみの軽減やリサイクル活動について，保護者や
地域の方への啓発を図りPRする。育児用品のリユース・リサイクルをアピールする。

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

近い地域の人で同乗するように心がけた。下半期も実施に心がける。 近い地域の人で同乗するように心がけた。下半期も実施に心がける。

【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
 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 ↓】

【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 ↓】

今後もできる限り，電子決裁を推進していきたい。 今後もできる限り，電子決裁を推進していきたい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

0
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

0
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

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

0

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

0

【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
　　　　　→

15
【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
　　　　　→

20
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

23.4% 35.1%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

64

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

57
徹底されている 徹底されている

13
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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）

遵守している。
（各種目標）通常業務の中で,
無理なく適切に取り組めた。

該当なし

職員各自が日ごろから環境保全の意
識を持って業務に臨んでおり，節電
やコピー用紙の削減を行うことがで
きた。

【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）

遵守している。

夏期，高温・多湿日が多く体
温調整が難しい乳幼児の状況
に合わせた節電に取り組ん
だ。また,4R活動に徹底して取
り組むことができた。

該当なし
個々が意識して節電,4R活動への取り
組みを進め，努力していきたい。

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

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

該当なし

該当なし

該当なし

14
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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

14 名

0 名

理由

16 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

12 名

研修未実施人数 名

2 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

　　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。

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

研修効果 鈴鹿市のEMS等について，再認識することができた。

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容
Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ職場研修・環境マネジメント，Suzuka-EMS，地球温暖化
について 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

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

所属（課等） 子ども育成課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-7606（内6726）

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

15



環境活動報告シート（平成28年度）

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

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

備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【環境目標 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 ↓】

期間中徹底して取り組むことができたが，まだまだ努力できる部分も
あると思うので，お互いに働きかけをして取り組んでいきたい。

期間中徹底して取り組むことができたが，まだまだ努力できる部分も
あると思うので，お互いに働きかけをして取り組んでいきたい。

【環境目標 2】

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

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

徹底している 徹底している

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

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組んでいくことが大事なので，継続して取り組んでいきた
い。

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組んでいくことが大事なので，継続して取り組んでいきた
い。

【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 ↓】

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組んでいくことが大事なので，継続して取り組んでいきた
い。

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組んでいくことが大事なので，継続して取り組んでいきた
い。

年間総合実施状況（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

上半期 下半期

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

破棄・廃止のみ

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

該当なし

該当なし

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

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組んでいくことが大事なので，継続して取り組んでいきた
い。

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組んでいくことが大事なので，継続して取り組んでいきた
い。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 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 ↓】

結果としては良い結果だが，物品購入物件が衛生関係の物品購入が多く，エコ・グリーン
商品に代替することが困難であることから割合を高めることが非常に困難である。

結果としては良い結果だが，物品購入物件が衛生関係の物品購入が多く，エコ・グリーン
商品に代替することが困難であることから割合を高めることが非常に困難である。

【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 ↓】

全員で取り組んではいたが，まだまだ紙ベースでしか決裁出来ないも
のも多いため，少しでも多く電子決裁で仰裁出来るように取り組んで
いきたい。

上半期よりは若干割合が上がったが，今後もより一層電子決裁での起
案を意識し取り組んでいきたい。

【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　　→

1
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

1
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

8.3% 9.1%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

12

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

11
徹底されている 徹底されている

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組めば効果も大きいので，継続して取り組んでいきたい。

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組めば効果も大きいので，継続して取り組んでいきたい。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

74
【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
　　　　　→

80
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

5.7% 6.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1304

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

1344
もう少し努力できる もう少し努力できる

期間中徹底して取り組むことができた。課内全体で徹底することが大
事なので，これからもお互いに働きかけをして取り組んでいきたい。

期間中徹底して取り組むことができた。課内全体で徹底することが大
事なので，これからもお互いに働きかけをして取り組んでいきたい。

【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 ↓】

【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 ↓】

該当なし
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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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組んでいくことが大事なので，継続して取り組んでいきた
い。

期間中徹底して取り組むことができた。これからもみんなで意識を
持って取り組んでいくことが大事なので，継続して取り組んでいきた
い。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

実施 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 ↓】

メッセージ
作成

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境問題に対する関心を高めるため，部署メール等の署名欄を活用し，環境に関するメッセージを掲載し送信する。

年間計画及び実施状況

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

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）

該当なし
概ね実施できているが，電子
決裁の推奨に努力したい。

該当なし
課員が趣旨を理解し，環境の配慮し
た取組を行い，取組結果も概ね良好
と認められる。

【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）

該当なし
概ね実施できているが，電子
決裁の推奨に努力したい。

該当なし
課員が趣旨を理解し，環境の配慮し
た取組を行い，取組結果も概ね良好
と認められる。
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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

45 名

0 名

理由

42 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

30 名

研修未実施人数 2 名

13 名

1 名

0 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

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 平成28年度　Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ　職場研修資料 下半期に研修を行った人数

研修効果 環境マネジメントの必要性等，環境に対する意識が深まった。 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 ・・・・・・・・9月20日から雇用のため

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 なし

研修効果 環境マネジメントの必要性等，環境に対する意識が深まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（育児休業中）　・・・・・・・は9月20日からの雇用のため 上半期の研修対象外人数

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 平成28年度　Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ　職場研修資料 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月6日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月12日

所属（課等） 子ども育成課　牧田保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 378－2010

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
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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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

順守 順守 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器 ９台（保育室7台，給食室，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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

エアコン　富士　（きりん1組）（らいおん組） 三菱　ＰＳＺ－ＥＲＰ１１２ＫＨ（きりん1組）（らいおん組）
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫 調乳室，事務室

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

①洗濯機
②衣類乾燥機

（①3台：トイレ／1.2階テラス）
（②1台：０歳１歳２歳用のトイレ

上半期 下半期

順守 順守 順守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

上半期 下半期

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

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

空調機器
職員室（2台（室内機2台に対し室外機1

台）

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

順守 順守 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

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 ↓】

研修資料等はＮアップ印刷や両面印刷，裏紙利用に心がけている。
印刷の時はプレビューで確認し，使用目的に合わせて裏紙利用や両面
印刷等に心がけている。

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 ↓】

夏季の保育では，クラス合併して節電に心がけている。
暖房は適正な室温で使用し，夕方からはクラス合併して節電に心がけ
ている。今後も努力していく。

【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

徹底している 徹底している

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

常に節電を心がけ，保育室以外では最小限の点灯にしている。
保育で使用しない場所は，常に節電に心がけており，今後も実施して
いく。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

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

8

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 1,141㎡

上半期 下半期

6
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

早朝・遅番保育があり，取り組むところの難しいときもあるが，行事
の日はできるだけ乗りあわせをしている。

時差出勤等があり取り組みの難しいところもあるが，行事の日はでき
るだけ乗り合わせをしている。

【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
 実施回数 → 4

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 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 ↓】

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

該当するものはエコ商品の購入を今後もしていきたい。 エコ商品があるものに関しては今後も購入していきたい。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

雇用関係以外は電子決裁を心がけているので，今度も徹底していきた
い。

今後もできるものは，徹底していきたい。

【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 0.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

0

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

1
もう少し努力できる

【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
　　　　　→

13
【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

48.1% 26.5%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

27

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

49
徹底されている 徹底されている

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

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

徹底している 徹底している

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

公用車の利用は少ないが，使用の時には経済運転を心がけている。文
書便の受け取り等には，自転車を使用している。

車を運転するときは経済運転を心がけ，近隣へは徒歩や自転車を利用
するようにしている。

【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 ↓】

職場全体で意識しており，保育の中で廃材利用に取り組んでいる。 遊ぼうデーや保育の中で廃材を利用し職場全体で取り組んでいる。

【環境目標 5】

【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

24



環境活動報告シート（平成28年度）

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

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

廃材を利用した製作を遊ぼうデーで使用したり，緑のカーテンの取り
組みを掲示することで，保護者や地域への啓発につながった。

保育での製作や出前保育の手作りおもちゃに廃材を取り入れ，地域や
保護者への啓発につながった。

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

廃材利用で
の正月遊び

出前保育で
廃材利用

取り組みの
掲示・今年
度の反省

【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 ↓】

栽培活動
出前保育で
廃材利用

夏祭りで廃
材利用製

作・ゴミの
持ち帰り

栽培活動
運動会で廃
材利用製作

運動会での
ゴミの持ち

帰り

取り組みの
掲示・PR

廃材利用で
クリスマス

製作

【平成28年度】所属独自の環境目標

保育や遊ぼうデーでの製作や手作り玩具に廃材を利用したり，野菜やグリーンカーテンの栽培活動を通して環境への関心を高め，保護者や地域へも発信していく。

年間計画及び実施状況

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

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）

遵守するよう心がけている。

子どもに快適な環境づくりを
するなかで，取り組めること
から徹底を目指し努力してい
る。

子ども，保護者，地域を巻き
込んでの取り組みを通して啓
発につながっている。

職員が中心となり環境を意識した取
り組みができており，今後もできる
ところから徹底して取り組み，推進
していきたい。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

遵守できるように努力をして
いる。

子どもの生活が中心になるた
め，取り組みにくい項目はあ
るが，できることは徹底を目
指し取り組んでいる。

保育所ならではの取り組みを
する中で，子どもたちに環境
を意識させることにつながっ
ている。また，職員の認識も
高まっており，保護者への啓
発もしている。

環境を意識して取り組んでおり，今
後も推進していきたい。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

34 名

1 名

理由

34 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

21 名

研修未実施人数 1 名

13 名

0 名

1 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

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 ・・・・・・・　育児休業のため

研修効果 研修を通して環境意識がより強くなり，省エネにも努力していっている。

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

備考 研修実施状況は研修確認表に記載

【 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

育児休業中の為

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 Suzuka-EMS職場研修 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育児休業中の為

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月4日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月4日

所属（課等） 白子保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 386－2010

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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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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器 ５台

上半期 下半期

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

破棄・廃止のみ

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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 調乳室（R134A）2台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

①洗濯機
②衣類乾燥機

（①2台：トイレ／事務所前）
（②1台：ひよこ組トイレ）

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器 2台（2歳・4歳の保育室）

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

29



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 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　

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 ↓】

紙を大切に使用し今後もミスのないように徹底して実施したい。
印刷ミスを減らすように必ずプレビュー確認を徹底して紙の削減を実
施したい。

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 ↓】

子どもたちの体調管理に気をつけながら今後も徹底して実施したい。 子どもたちの体調管理に気をつけて徹底して実施したい。

【環境目標 3】

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

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

徹底している 徹底している

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

業務に支障がない範囲で徹底できた。上半期も同様に徹底して実施し
たい。

職員で話し合い，徹底して省エネに気をつけていきたい。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第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 875㎡

上半期 下半期

6
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

今後もできるだけノーカーデを実施していきたいと思う。 今後もできるだけノーカーデを実施していきたいと思う。

【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 → 23

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 15

【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 ↓】

今後もグリーン購入を推進していきたいと思う。 今後もエコ製品の購入につとめていきたいと思う。

【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 ↓】

今後も紙を大切に電子決裁をすすめていきたいと思う。
引き続き印刷プレビュで点検したり裏紙をしようしたりして紙の削減
に努めていきたいと思う。

【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　　→

15
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

36.7% 35.7%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

30

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

42
徹底されている 徹底されている

【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
　　　　　→

21
【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
　　　　　→

41
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

70.0% 70.7%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

30

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

58
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

便りや声賭け掛けや看板などで啓発をし，今後も徹底して実施じてい
きたい。

行事の前や便りなどで啓発をしたり，声賭けをして今後も徹底してい
きたい。

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

徹底している 徹底している

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

物を再利用したりして今後も徹底して実施したい。 廃材の再利用をして徹底して実施したい。

【環境目標 5】

【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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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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

牛乳パック・ペットボトル・新聞紙・包装紙など工夫して素敵なプレ
ゼントができ喜んでもらったことは，啓発にもつながった。

廃材を利用して色々なプレゼントや作品をつくる事ができた。保護者
や地域の方に喜んでいただき工夫の仕方などリサイクルなど啓発につ
ながった。

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

お正月遊びの実
施

あそぼうデーの
実施

お店屋さんごっ
こ

節分
あそぼうデー

お雛様
卒園のプレゼ
ントなど実施

【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 ↓】

あそぼうデー
こいのぼりの

制作実施

母の日
あそぼう
デー実施

父の日
時計作り

あそぼうデー
保育参加実施

プール遊び
夏祭り実施

水遊び
あそぼう
デー実施

保育参加
敬老の日

灯りフェスタの
参加実施

あそぼう
デー実施

運動会実施

保育参加の
実施

お楽しみ会の実
施

クリスマス会の
実施

【平成28年度】所属独自の環境目標

廃材を利用した制作活動や手作りの玩具を作ったりして保護者や地域の方に物を大切にすることやリサイクルできることを啓発をしていく。
行事でのプレゼントも廃材を利用していく。

年間計画及び実施状況

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

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）

関係する法令に従って，適切
に点検などを行っている。

通常業務の中で，無理なく適
切に取り組めた。

職員だけでなく子どもたちに
もエコの話をしたり保護者に
も啓発する事でより環境事業
についての認識が高まった。

日ごろから節電や物を大切にするこ
とを職員一人ひとりが意識して取り
組んできたが今後も努力していきた
い。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

関係する法令に従って，適切
に点検などを行っている。

通常業務の中で，無理なく適
切に取り組めた。

計画していた内容以外にも，
地域にも関係している様々な
きかいを活用して環境保全に
取り組めていく。

職員各自が日ごろから環境保全の意
識をもって節電や物を大切に再利用
など　取り組んできた。
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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

45 名

3 名

理由

45 名

3 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

31 名

研修未実施人数 3 名

14 名

0 名

3 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

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 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・育児休業中のため

研修効果 環境について理解でき，温暖化について学べた。

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

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育児休業（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

・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・鈴鹿市の環境マネジメントシステム，地球温暖化
について 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育児休業（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

所属（課等） 神戸保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-0537

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年5月30日
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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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器
５台（R410A・4台／Ｒ22・1台）

ぞう・きりん・ひよこ・職員室・給食室

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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 給食室　2台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

①洗濯機
②衣類乾燥機

2台／テラス

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器
6台（R56・6台　　R22・1台）

（らいおん・ぱんだ・こあら・うさぎ・かも
め・ぺんぎん）

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 給食室（2台）

上半期 2

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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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　

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 ↓】

園児，職員の健康維持の為にも，室内温度，運転期間，運転時間に配
慮している。

「COOL CHOICE 」「こまめにスイッチオフ」を貼ることで職員の
意識に繋がったので次年度も続けたい。

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 ↓】

保育に支障のない範囲で徹底されている。明日の保育の準備，書類作
成は職員室で行うようにし，保育室の消灯を励行している。

所長，主任が声に出しながら実施することで全職員の意識に繋がっ
た。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

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）

屋外タンク貯蔵所
（タンク自体は存在するが，中身は入っ
てない，使用していない，処分時に入

力）

屋外タンク／種類（灯油）貯蔵量（450
ℓ）

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 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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第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 585.03㎡

上半期 下半期

6
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行事，延長保育，保護者対応があるため，実施できない現状である。
各職員に工夫を促し推進していく。

行事，延長保育，保護者対応があるため，実施できない現状である。
各職員に工夫を促し推進していく。

 上半期
 実施回数 → 1

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 1

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

より一層の努力が必要 より一層の努力が必要

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

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

【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 ↓】

紙決裁指定以外は電子で行っている。 紙決裁指定以外は電子で行っており，次年度も続ける。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

【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
　　　　　→

7
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

17
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

53.8% 53.1%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

13

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

32
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

市役所，近隣移動の自転車使用は徹底している。
保護者へアイドリングストップや，徒歩，自転車使用の呼びかけを行
うことで協力者が増えてきた。

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

徹底している 徹底している

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

保育室のゴミ箱が廃棄物を分別できるようになっている為，子どもに
も浸透している。

保育室のゴミ箱が廃棄物を分別できるようになっている為，子どもに
も浸透している。

【環境目標 5】

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 ↓】

意識して取り組んでいるため，印刷ミスの減少が大きい。 両面印刷，裏紙利用，プレビュー確認が習慣づいてきた。

【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

【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
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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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

遮光を抑えたい5月後半にゴーヤ，あさがおが生育しておらず，遮光
ネットを使用した。来年に向けて土壌の準備をする。

土壌の準備等，計画的に行う。

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

次年度の計
画作成

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

もう少し努力できる 徹底している

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

種まき
（ゴーヤ・あさが
お・ひまわり・ふ
うせんかずら）

栽培
よしず，遮
光ネット設

置

実施 実施 実施

種収穫
よしず，遮
光ネット撤

去

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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（ゴーヤ・あさがお・ひまわり・ふうせんかずら）を栽培し，よしず・遮光ネットの使用で室温上昇を抑え，節電に取り組むと共に通信等で保護者に
も知らせる。

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

【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

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）

遷守に努めてきたが，エアコ
ンの故障があり，臨機応変の
対応を認識しておきたい。

毎年繰り返すことで職員の意
識向上に繋がった。

抵抗力の低い子どもが対象であるた
め，出来る範囲での実施であった。

【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）

環境方針を周知し，遵守に努
めてきた。今後も継続してい
く。

全職員が目標を持ち，できる
ところから意識し，工夫が見
られた。

温室効果ガスの抑制については職員
全員が周知したにもかかわらず，使
用量が増えてしまった。取り組みや
すい事から再度工夫できる事を計画
したい。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

46 名

3 名

理由

47 名

3 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

32 名

研修未実施人数 3 名

14 名

名

3 名

下半期あらたな研修対象外人数 1 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

　　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。

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 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・　　育児休業中のため

研修効果 職員各自の環境保全に関する意識が高まった。

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

備考 研修実施状況は研修確認表に記載

【 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

育児休暇中　・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・

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】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育児休暇中　・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・

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7日

所属（課等） 子ども育成課　玉垣保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-2737

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25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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器
5台（きりん・ひよこ・ぱんだ教室各1

台，給食室1台，職員室1台）

上半期 下半期

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

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

こあら組（家庭用エアコン） こあら組（家庭用エアコン･･･三菱）

購入・導入のみ

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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 給湯室1台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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：職員トイレ前

上半期 下半期

遵守
こあら組エアコ

ン取り替え 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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器
5台（らいおん・ぞう・うさぎ・こあら・り

す教室各1台）

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

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 ↓】

裏紙使用，印刷プレビュー確認等を徹底していく。 これからも，裏紙使用を心掛ける。

徹底している 徹底している

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

室内温度基準の遵守，電気ポット等 未使用時の節電を心掛ける。 使用していないコンセントを抜くことを心掛け省エネに勤める。

【環境目標 3】

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

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

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 ↓】

未使用時の部屋消灯，夕刻 職員室に集まっての書類作成や環境構成
の準備等，全職員で声を掛け合い，節電を徹底している。

これからも職員通しの声掛けを続けて，節電を徹底していきたい。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

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

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第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 70台

上半期 下半期

6
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

時差出勤を行っている為，難しいことが多いが，行事（夏祭り）・会
議等，乗り合わせできる時は，なるべく行うように声掛けしている。

時差出勤を行っている為，乗り合わせが難しい。運動会等，同じ時間
に出勤できる日には，声掛け合っている。

【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
 実施回数 → 1

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 2

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

より一層の努力が必要 もう少し努力できる

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

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

【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 ↓】

紙決裁提出が必要な時以外は，必ず電子決裁を心掛けている。 紙決裁提出が必要な時以外は，必ず電子決裁を心掛けている。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

【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
　　　　　→

13
【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
　　　　　→

10
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

61.9% 71.4%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

21

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

14
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

徹底しているので，今後も続けていきたい。 保護者にも協力を呼びかけているので，職員も心掛けていく。

【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 ↓】

４Ｒ活動，特に廃材利用の制作や活動を子ども達と一緒に行う。 子どもを巻き込みながら，4Ｒ活動を励行していく。

【環境目標 5】

【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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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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

機会あるごとに廃材を利用した制作を紹介し，保育の中でも廃材を使
用して，リサイクルの推進を図っている。

引き続き機会あるごとにリサイクルの推進を図ってきており，畑の周囲も
ペットボトルを利用して囲うことにより子ども達が踏みつけることがなく
なった。

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

園庭開放
遊ぼうデー

園庭開放
遊ぼうデー

卒園式

【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 ↓】

園庭開放
園庭開放

遊ぼうデー
園庭開放

遊ぼうデー

園庭開放
遊ぼうデー
夏まつり

園庭開放

園庭開放
遊ぼうデー
敬老の日の集

い

園庭開放
運動会

園庭開放
遊ぼうデー

園庭開放
遊ぼうデー

【平成28年度】所属独自の環境目標

保育や園庭開放・遊ぼうデーの中で，廃材を利用した製作や活動を行うことにより，保護者や地域の方にリサイクルの推進を図る。

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

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）

下半期も上半期と同様，遵守
につとめた。遵守できている
と思うが，今一度会議で確認
していきたい。

全職員が共通認識し声を掛け
合い個々の気づきになるよう
実施した。今後もみんなで声
をかけあっていきたい。

子どもの生活空間として居心
地
良い環境を維持しつつ，会議
等で話し合い全職員の意識向
上に努めて行きたい。

意識すれば，まだまだ改善できる事
もあると思うので，下半期も，職員
同士，声を掛け合い工夫していきた
い。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

環境方針を皆で周知し,遵守に
勤めている。今後も点検等，
心がけていきたい。

環境目標を共通認識し前向き
に取り組むことができた。今
後も個々が気づいたことを声
に出し合い，高めていきた
い。

会議等でも話し合い全職員の
意識向上に努めていきたい。

温室効果ガスの管理としては，子ど
もの生活空間として居心地の良い環
境を維持しながらも，まだまだ工夫
できる点があると思うので，これか
らも皆で声を掛け合い省エネ・節電
に努めていきたい。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

27 名

3 名

理由

27 名

3 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

27 名

研修未実施人数 3 名

名

名

3 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

　　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。

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 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・　育児休業の為

研修効果 環境マネジメントについての理解ができた。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・　育児休業の為 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

3名　育児休業中

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研修資料　鈴鹿市の環境マネジメント　地域温暖化について 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

3名　育児休業中

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7日

所属（課等） 合川保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-372-0058

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28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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器
８台（保育室5台，職員室１台，

給食室１台，更衣室１台）

上半期 下半期

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

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

合併浄化槽（～H29.1） 集落排水設備（H29.2～）

購入・導入のみ

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 調乳室１台

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機 テラス

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 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 2月に集落排水設備に接続

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 該当なし 該当なし

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
日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に
届け出なければならない（法的点検回数）年６
回／（清掃回数）年２回／（水質検査）年１回

浄化槽
合併16人漕嫌気ろ床接触ばつ気／保守
点検年3回・水質検査年1回・清掃回数

年1回

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 2月に集落排水設備に接続

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 該当なし 該当なし

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条の２

浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄
化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日
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
（法的点検回数）年６回／（清掃回数）年２回
／（水質検査）年１回

浄化槽
合併16人漕嫌気ろ床接触ばつ気／保守
点検年3回・水質検査年1回・清掃回数

年1回

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 2月に集落排水設備に接続

9

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 該当なし 該当なし

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16人漕嫌気ろ床接触ばつ気／保守
点検年3回・水質検査年1回・清掃回数

年1回

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 2月に集落排水設備に接続

8

1月 2月 3月

遵守 点検 遵守 遵守 点検 遵守 遵守 点検 遵守 遵守 該当なし 該当なし

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しなければなら
ない。ただし、法第十条第三項 の規定により保
守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託
を受けた者（以下この条において「受託者」と
いう。）は、保守点検又は清掃の記録を作成
し、浄化槽管理者に交付しなければならない／
受託者は、第二項ただし書の規定により作成し
た保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第四
項に規定する電磁的方法により作成された電磁
的記録を三年間保存しなければならない（法的
点検回数）年６回／（清掃回数）年２回／（水
質検査）年１回

浄化槽
合併16人漕嫌気ろ床接触ばつ気／保守
点検年3回・水質検査年1回・清掃回数

年1回

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 点検 遵守 遵守 点検 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１０条，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（法的点検回数）年
６回／（清掃回数）年２回／（水質検査）年１
回

浄化槽
合併16人漕嫌気ろ床接触ばつ気／保守
点検年3回・水質検査年1回・清掃回数

年1回

上半期 下半期

6
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○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

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 ↓】

各職員が，実施できる目標を持ち努力していた。 各職員が実施を常に心がけている。

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

徹底している 徹底している

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

職員と子どもが一緒になり，古紙や廃材などを利用して作り，大切に
使ったり再生することの関心を持てるようにしている。

保育の中で古紙や廃材利用の制作など取組を継続し,再生や大切に物
を使う等に関心をもてるように努める。

【環境目標 5】

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 ↓】

裏紙を利用したりして，無駄のないように常に心がけている。
プレビューの確認を常に行い，無駄の内容に裏紙の利用を実施してい
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

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 ↓】

日々の生活の中で，職員が意識を持って取り組んでいる。向上できる
ように努めたい。

職員の意識の向上がみられる。さらに向上できるように努めたい。

【環境目標 3】

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

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

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 ↓】

園児の安全に気をつけ，職員間で話し合い，できる範囲で節電を実施
している。

園児の安全や健康に配慮して，職員間で共通理解をもち，
できる範囲で実施をしていく。

【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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し 2月に集落排水設備に接続

・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

1月 2月 3月

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 遵守 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

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

11
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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

園児と職員が植物を育て，節電に対する意識を持つ機会となった。
子どもの意識の中に節電に対する意識,関心を持てるように,続けてい
き地域の啓発にも努めていきたい。

節電や省エ
ネ

節電や省エ
ネ

計画の見直
し

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

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 ↓】

種まき
緑のカーテ
ンの世話

緑のカーテ
ンの世話

緑のカーテ
ンの世話

緑のカーテ
ンの世話

節電や省エ
ネの取組を

PRする

節電や省エ
ネの取組を

PRする

節電や省エ
ネ

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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

子どもたちと一緒にあさがおやゴーヤ等を育て，緑のカーテンつくりをし，節電や省エネを保護者や地域の方に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

協力して，実施できる限り進めていきたい。 できる限りで，これからも努力していきたい。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 4

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 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 ↓】

【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 ↓】

電子決裁を全職員が実施するように努めている。 電子決裁を職員全員が,実施するよう今後も継続していく。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

0
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

0
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

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
　　　　　→

18
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

14
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

81.8% 33.3%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

22

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

42
徹底されている 徹底されている
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・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【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）

適切な点検を関係する法令に
従って行った。

職員が目標を持ち，できるこ
とを
協力して取り組めた。

計画を実施できるようにし
た。今後も工夫して取り組ん
でいきたい。

子どもの安全や健康を考えて,できる
範
囲で取り組んできたが，気候の変化
の影響があり，削減することができ
なかった。

【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）

関係する法令に従って，適切
な点検を行うようにしてい
る。

日々の中で，目標を持ちでき
ることを協力して進めた。

計画を実施しながら，今後も
工夫していきたい。

子どもの安全や健康を考慮し，でき
る範囲で取りくみ，状況の応じて対
応ができるように努めている。

【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

・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

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

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

47 名

1 名

理由

47 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

42 名

研修未実施人数 1 名

5 名

名

1 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

　　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。

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 ・・・・・・・（育休）

研修効果 環境問題に対し意識の向上が更に図れた。

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

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育休

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 鈴鹿市の環境マネジメントシステム・地球温暖化について 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育休

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月6日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月12日

所属（課等） 河曲保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-383-1643

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26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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器

14台
各１台（調理室，職員室，遊戯室，0・
１・２・４・５歳保育室，子育て支援
室，一時保育室，更衣室，下処理室）

２台（3歳保育室）

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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 ３台（調乳室，職員室，給湯室）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機
2階乳児用トイレ1台，1階2歳保育室横

トイレ1台，1階沐浴室1台

上半期 下半期

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器 1台

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 ３台（下処理室，給食室，検査室）

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

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 ↓】

プレビュー確認の徹底。共有できる文書は最低必要枚数とする。 引続きプレビュー確認，最低必要数の印刷とする。

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 ↓】

健康に支障のないようにエアコンを使用。 子どもの健康面に配慮し，適切な運用を図る。

【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 ↓】

職員同士声を掛け合うようにしている。 「節電」「設定温度」等を掲示し，日常的に考え取組んでいく。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第１５条

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

駐車場 40台

上半期 　

6
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

行事以外での推進を今後行う。
時差出勤の中で実施は難しいが，個々の意識を高め実施を図るように
していきたい。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 40

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 67

【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 ↓】

エコ製品購入に努めているが，必要製品の中でエコ製品が限られてお
り，購入件数が低い。出来る限りエコ製品を購入する。

エコ製品購入に引続き努める。

【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 ↓】

紙決裁以外は，電子にしている引続き実施。 徹底して電子に努めた。下半期は供覧（紙）の部分で増えている。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

5
【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　　→

25
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

17.9% 28.4%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

28

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

88
徹底されている 徹底されている

【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
　　　　　→

8
【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
　　　　　→

17
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

66.7% 32.1%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

12

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

53
徹底されている 徹底されている

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

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

徹底している 徹底している

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

アイドリングについては，保護者への推進強化を行っている。園便り
や駐車場での声かけをする。

保護者への啓発強化に努める。

【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活動の励行は保育所生活の中に根ざしている。保護者への啓発を
しっかり行う。

保護者啓発の工夫を図る。

【環境目標 5】

【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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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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

壁新聞，園便りなどでの啓発を引続き実施。保育の取組みの中では，
個人の食べれる量にし残食を減らすようにする。

残量のデーターを元に，会議において課題を明確にし取組んだ結果削
減。職員の意識改革につながった。

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

保護者会で啓発 保護者会で啓発 計画の見直し

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

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 ↓】

夏野菜の栽培
食品ロスについ

て壁新聞
作成

子どもによる
新聞作成

もったいない
クッキングレシ

ピ紹介

もったいない
クッキングレシ

ピ紹介

食品ロスについ
て紙芝居

作成

食についての園
内研修

【平成28年度】所属独自の環境目標

食育を通して食への関心を高め「食品ロス削減啓発」を，保護者や地域へ発信する。

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

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）

職員の意識に反映された。
会議で状況を周知し課題を明
確に全員で取組めた。

子どもの最善の環境を考えた結果で
はあるが，再度見直していく。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

法に従い，よく守っている。
職員の意識向上が，周囲に波
及されており各自の役割に工
夫が見られる。

子どもの健康管理を最優先に考えて
の取組みであるが，温度管理やシャ
ワーを使用する際一度に済ませるな
ど工夫が見られる。
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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

45 名

3 名

理由

45 名

3 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

26 名

研修未実施人数 3 名

19 名

名

3 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

　　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。

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 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・（育児休業）

研修効果 温暖化について学べ，職員全体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 ・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・（育児休業） 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

育児休業（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

・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研修資料　環境マネジメントシステム，地球温暖化について 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育児休業（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3日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・

提出日 平成29年4月4日

所属（課等） 鈴鹿市立算所保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 378-4569

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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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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器 7台（保育室：５台，職員室，給食室）

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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

冷凍冷蔵庫 給食室

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

①洗濯機
②衣類乾燥機

（①2台：職員トイレ，保育室）
（②1台：りす組トイレ）

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器 4台（教室）

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している 徹底している

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

全職員が必ずプレビューを見てから印刷するようにした。下半期も徹
底したい。

声を掛け合い，全職員が必ずプレビューを見てから印刷するようにし
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 ↓】

職員で声を掛け合い節電できた。下半期も同様に声を掛け合い徹底し
たい。

確認を忘れず今後も徹底していきたい。

【環境目標 3】

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

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

徹底している 徹底している

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

業務に支障がない範囲で徹底できた。下半期も全職員で協力して徹底
していきたい。

今後も声を掛け合い，徹底して節電していきたい。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第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 70台

上半期 下半期

6
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

普段は，延長保育当番があり帰る時間が違うので行事を利用して，乗
り合わせをするようにした。

できる限り工夫して乗り合わせにしたり，自転車を利用するようにし
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 → 20

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 17

【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 ↓】

【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 ↓】

電子でできる物は全て電子決裁している。今後も徹底していきたい。 電子でできる物は全て電子決裁している。今後も徹底していきたい。

【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

【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
　　　　　→

8
【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
　　　　　→

18
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

50.0% 32.7%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

16

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

55
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

１人ひとりが意識を持つようにした。また，保護者にも便りなどで伝
えた。

１人ひとりが意識を持って取り組めた。

【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 ↓】

分からない事は，聞いたり調べたりして行った。下半期も徹底して分
別したい。

分別する前後に確認するようにした。

【環境目標 5】

【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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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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

園舎の東側南側西側とゴーヤと風船かずらをした，生育もよく節電に
つながった。

今年度の反省を踏まえ，次年度も取り組んでいきたい。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

計画の反省
と見直し

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

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 ↓】

緑のカーテン
作りの為の準

備

あさがお・ゴー
ヤの種まき・ふ
うせんかずらの

苗植え

緑のカーテ
ン実施

緑のカーテ
ン・ゴーヤ収
穫・朝顔で色

水

緑のカーテ
ン・ゴーヤ収
穫・朝顔で色

水

緑のカーテ
ン・ゴーヤ収
穫・朝顔で色

水

緑のカーテ
ン・ゴーヤ収
穫・朝顔で色

水

【平成28年度】所属独自の環境目標

緑のカーテン（ゴーヤ・あさがお・ふうせんかずら）を作り，夏場の室内温度上昇を抑えると共に外部への節電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

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）

意識して取り組む事で遵守で
きた。

職員が意識をし，協力して取
り組めた。

研修の成果もあり職員の意識が高
まっている。それが削減にもつな
がったと思う。

【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）

遵守する事ができた。
各職員が環境への意識をもっ
て取り組めた。

職員に状況を伝えたり使い方に関し
て声を掛け合う事で，意識して使用
する事ができ，削減につながってい
る。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

20 名

1 名

理由

20 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

15 名

研修未実施人数 1 名

5 名

名

1 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

　　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。

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 ・・・・・・・（産休中）

研修効果 職員の環境に対する意識が高まった。

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

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 Suzuka-EMS職場研修 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

1名産休のため

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月6日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月10日

所属（課等） 深伊沢保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-374-2797

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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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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器
4台（ひよこ，らいおん，職員室，給食

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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 １台：給食室

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機
2台：職員トイレ，乳児トイレ

（NA-F50B9）

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器 4台（ひよこ，らいおん，職員室，給食室）

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 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】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 ↓】

手作り玩具や行事のプレゼント，夏祭りの飾りなど牛乳パック，ペッ
トボトル，ゼリー等の空容器等を使って作り，廃品の再利用に心がけ
ている。

運動会・クリスマス・お楽しみ会等，行事の作り物や折り紙を広告紙
で作る等，廃品，廃材の再利用に心がけた。

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 ↓】

印刷ミスを減らすため，印刷プレビューで点検をしたり，裏紙利用や
両面印刷をして，紙の削減をしている。今後も引き続き気をつけてい
きたい。

印刷ミスを減らすため，印刷プレビューで点検をしたり，裏紙利用や
両面印刷をして，紙の削減をした。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

徹底している 徹底している

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

子どもの健康に留意しながら，冷暖房の温度基準を守り，パソコン・
ディスプレイの電源を長時間離席時に切るように心がけている。

子どもの健康に留意しながら，冷暖房の温度基準を守り，パソコン・
ディスプレイの電源を長時間離席時に切るように心がけている。

【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 ↓】

部屋を出るとき必ず消灯したり，1箇所だけにしたりして節電に心が
けた。

節電のため部屋の電気を1箇所だけにしたり，業務に差し支えない範
囲で必要最小限の点灯に心がけた。

【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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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

6
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

職場への距離が離れていて交通の便も悪く，また，早番，遅番などの
当番があり難しいが，行事の時の便乗などできる範囲で努力していき
たい。

職場への距離が離れていて交通の便も悪く，また，早番，遅番などの
当番があり難しいが，行事の時の便乗などできる範囲で努力していき
たい。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 1

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 1

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

より一層の努力が必要 より一層の努力が必要

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

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

エコ製品の購入に努力していきたい。 今後もエコ製品の購入をしていきたい。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

できるものは電子決裁をしている。 できるものは電子決裁をしている。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

5
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

7
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

38.5% 30.4%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

13

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

23
徹底されている 徹底されている

【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
　　　　　→

17
【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
　　　　　→

15
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

89.5% 93.8%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

19

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

16
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

経済運転に気をつけている。近隣への移動は，徒歩や自転車を使用し
ている

保護者にアイドリングストップの協力を求めた。近隣への移動は，徒
歩や自転車を使用している

【環境目標 5】
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

いろいろな廃材を使ってプレゼントや玩具を作ってきた。保護者や地
域の方への啓発になったので今後も続けていきたい。

いろいろな廃材を使ってプレゼントや玩具を作ってきた。保護者や地
域の方への啓発になったので今後も続けていきたい。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

出前保育
出前保育・3
歳児お楽しみ

会
廃材制作

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

徹底している 徹底している

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

廃材制作
ミニ運動会
出前保育

各クラス保育参
加・出前保育・
老人ホーム訪問

出前保育・老人
ホームとの交
流・夏祭り

出前保育
祖父母参観・老
人ホームとの交
流・出前保育

運動会
出前保育

出前保育
老人ホーム

訪問

4.5歳児お楽し
み会・出前保
育・あそぼう

デー

【平成28年度】所属独自の環境目標

廃材を利用した手作りおもちゃ,プレゼント等の制作活動を，出前保育・保育所行事等で紹介し，物を大切にすることやリサイクル活動について地域の方や保護者に
啓発する。

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

該当なし

該当なし

該当なし
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Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

定期点検を実施し，全職員で
気をつけ，努力しているの
で，今後もつづけて生きた
い。

特に廃材の再利用に努めてい
る。職員の意識も高まってき
ている。研修からも再認識さ
れた。

保育所内だけでなく保護者に
も行事等で環境を大切にする
ことを啓発していきたい。

子どもたちの健康面に留意しなが
ら，できる範囲で節電等省エネに気
をつけていきたい。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

定期点検を実施し，全職員で
気をつけている。

特に廃材の再利用に努めてい
る。職員の意識も高まってき
ている。

職員だけでなく保護者にも行
事等で環境を大切にすること
にこれからもアピールしてい
きたい。

子どもたちの健康面に留意しなが
ら，できる範囲で節電など気をつけ
ている。

75



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

42 名

2 名

理由

43 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

26 名

研修未実施人数 2 名

16 名

1 名

1 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

備考

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

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

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

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 Ｓｕｚｕｋａ-EMS職場研修 下半期に研修を行った人数

研修効果 環境に対して意識が高まった。 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 ・・・・・・・　育休復帰のため

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・（育児休業中）

研修効果 環境に対して意識が高まった。

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

備考

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

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

1名　育児休業中

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 Ｓｕｚｕｋａ-EMS職場研修 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

２名　育児休業中

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10日

所属（課等） 西条保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 382-6511

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年5月30日
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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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器 ７台（職員室，教室，給食室）

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

77



環境活動報告シート（平成28年度）

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第１５条

規則で定める規模以上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 １０台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫
4台（給食室・職員室・調乳室・更衣

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

①洗濯機
②衣類乾燥機

①1Fトイレ，2F保育室：2箇所
②０才乳児室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 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　

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 ↓】

職員一人ひとりが気をつけるようにし，徹底できた。 自ら進んで取り組んでもらうことができた。

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

徹底している 徹底している

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

牛乳パック，空き箱などの再利用を子どもや保護者にも啓発してい
る。今後も続けていきたい。

修理し再生して使うようにしていく。

【環境目標 5】

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 ↓】

無駄が出ないように気をつけたり，裏紙を使用する。
回覧文書，職員配布文書は支障がない限り裏紙を使用するように徹底
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

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 ↓】

午睡時にクラスを合併するなど工夫して使うように心がけた。 効率よく使うように徹底した。

【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 ↓】

目標を回覧したり，朝礼時に確認し合い，気がついた時には消すよう
にし節電に心がけた。引き続き努力していきたい。

各保育室を見回り，無駄に電気をつけていないか確認する。

【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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

上半期 下半期

6
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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

あさがお，ゴーヤ，ふうせんかずらと，どれもよく成長し，視覚的に
も涼しく感じられ，省エネにつながった。

今後も園内をまわり，小まめに節電が徹底できているか確認していく。

節電啓発 節電啓発 節電啓発

【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 ↓】

種を植える
緑のカーテ

ン実施
緑のカーテ

ン実施
緑のカーテ

ン実施
緑のカーテ

ン実施
節電啓発 節電啓発 節電啓発

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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（ゴーヤ・ふうせんかずら・あさがお）を子どもたちと一緒に作ったり，よしずや遮光ネットを利用して節電や省エネに取り組
むとともに保護者や地域に啓発していく。

年間計画及び実施状況

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

延長保育や時差出勤が多い為難しいが，行事の時の乗り合わせなど工
夫していきたい。

職員一人ひとりが取り組んでいこうという意識が高まってきた。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 1

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 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

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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 ↓】

今後もエコ商品の購入に心がけていきたい。 今後もエコ商品の購入に心がけていきたい。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

できるものは電子決裁しているので今後もしていきたい。 できるものは電子決裁しているので今後もしていきたい。

【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　　→

8
【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

16.3% 28.1%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

49

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

32
徹底されている 徹底されている

【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

ｔ

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

16
【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

徹底している 77.8%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

21

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

18
徹底されている
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・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【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）

点検し，声をかけていくこと
で，お互いの意識が高まって
いくことができた。

目標を掲示することで，目に
見えて分かりやすく前向きに
取り組むことができた。

今後も継続して取り組んでいけるよ
うに努力していきたい。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

点検を実施することで，職員
の意識も高まっている。引き
続き声を掛け合い，継続して
いきたい。

目標を掲示することで，職員
同士声をかけあって達成に近
づけるようになり，意識も高
まってきた。

職員が意識して取り組んでいけるよ
うに今後も努力していきたい。

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

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

該当なし

該当なし

該当なし
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

42 名

3 名

理由

42 名

2 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

23 名

研修未実施人数 4 名

18 名

2 名

2 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

備考 研修実施状況は研修確認表に記載

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

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

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

製品区分 定格出力 点検の頻度

各種資料名・内容 Suzuka-EMS研修資料 環境マネジメントシステム，地球温暖化について 下半期に研修を行った人数

研修効果 資料を読むことにより記憶に残りやすく，意識につながった。 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 ・・・・・・・（育休復帰），・・・・・・・（病休代替）

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 ・・・・・・・，・・・・・・・（育児休業のため）

研修効果
地球温暖化について学べ，自分たちができることからしようとする意識に
つなが

研修対象者のうち未実施の職員名・理由
・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・・・・（育児休業のため）
・・・・・・・（4月末辞職のため） 上半期の研修対象外人数

備考 研修実施状況は研修確認表に記載

【 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

育児休業（2人）

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

・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研修資料 環境マネジメントシステム，地球温暖化について 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育児休業（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

所属（課等） 一ノ宮保育所

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 383-0407

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

82



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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空調機器
12台（保育室6台，遊戯室3台，給食

室，職員室，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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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 談話室，調乳室

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

①洗濯機
②衣類乾燥機

①3台：乳児室（2台），5歳児クラス
②1台：未満児の沐浴室

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器
12台（保育室6台，遊戯室3台，給食室，職

員室，談話室）

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

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）

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

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 ↓】

裏紙使用，印刷ミスを減らすことを意識して行えた。継続できるよう
努力していきたい。

印刷プレビューの確認を徹底するように心がけた。今後も徹底してい
きたい。

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 ↓】

子どもの状態や室温を確認しながら，エアコンのオンオフの切替えを
実施した。暖房時も心がけていきたい。

暖房の室内温度基準を守るように心がけた。今後も節電の意識を高め
ていきたい。

【環境目標 3】

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

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

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 ↓】

部屋が無人の時は，個々が意識して消灯しているので今後も継続して
いきたい。

今後も明るい時や未使用時など消灯を徹底していきたい。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

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

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 －

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

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第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 33台

上半期 下半期

6
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

職員間で便乗し合う等，工夫していきたい。 行事や雪降りの日など，便乗するよう努めた。

【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 → 3

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 3

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

徹底されている 徹底されている

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

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

該当なし。 該当なし。

【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 ↓】

紙決裁が必要なもの以外は電子決裁を使用するよう徹底している。今
後も推進していきたい。

上半期と同様に電子決裁を徹底している。次年度も推進していきた
い。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

0
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

0
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

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

0

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

0

【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
　　　　　→

17
【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
　　　　　→

21
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

77.3% 65.6%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

22

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

32
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

駐停車時のアイドリングストップを送迎時の保護者に伝えながら，職
員も意識できるよう話題にするようにした。外部への啓発も継続して
いきたい。

近隣移動は徒歩で行くように心がけ，意識を高めるようにしている。

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

徹底している 徹底している

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

物の要不要を確認し合い，物を大切にするよう職員全体で心がけた。
今後も継続していきたい。

廃材利用など子どもと一緒に物を大切にするように心がけた。

【環境目標 5】

【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

86



環境活動報告シート（平成28年度）

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

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

牛乳パックを保護者に協力依頼して回収し，プレゼント作り等を行っ
たのでリサイクルPRにつながった。

段ボールを利用して行事の製作や生活用具の収納作りをしたので保護
者や地域の人へ利用方法のPRとなった。

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

遊ぼうデー
生活用具等
の収納作り

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

徹底している 徹底している

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

生活用具等
の収納作り

生活用具等
の収納作り

遊ぼうデー
遊ぼう

デー・夏祭
り

水遊び・
プール遊び

運動会 遊ぼうデー

【平成28年度】所属独自の環境目標

廃材を利用した制作活動や玩具，生活用具等の収納作りを通して，保護者や地域の方にリサイクル推進を図っていることを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

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）

不要となった物の再利用を職
員間で検討したことで，物を
大切にする意識向上につな
がった。職員の行動が子ども
たちに伝わるよう今後も努力
していきたい。

印刷プレビューの確認を徹底
するよう心がけると共に裏紙
使用や印刷ミスを減らすこと
を意識して行えた。次年度も
推進していきたい。

該当なし

寒い日が多かったので，子どもの健
康面を配慮しｴｱｺﾝ使用頻度が増え微
増となった。今後も子どもの状況や
天候を見ながらｴｱｺﾝ・照明使用のオ
ンオフを意識するよう努めていきた
い。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

職員間で物の要不要を確認
し，適切な廃棄物処理を考え
合うことで環境への意識が高
まった。今後も話し合う機会
を大切にしていきたい。

行事や地域交流等での廃材利
用制作を通して，リサイクル
啓発ができた。物を大切にす
る気持ちを子どもたちにも伝
えていきたい。

該当なし

今夏は猛暑であったが，ルームシェ
アしたり，エアコンスイッチのオン
オフをこまめにすることで削減につ
ながった。継続して職員間で意識し
合っていきたい。
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※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

5 名

0 名

理由

5 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

5 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

　　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。

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

研修効果 環境への意識が高まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 平成２８年度　Suzuka-EMS　職場研修資料 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月4日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月3日

Suzuka-EMS 所属（課等） 国府幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 378-4523

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

89



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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

順守 順守 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 空冷ヒートポンプエアコン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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

テレビ（ブラウン管式） 会議室1台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫 職員室

上半期 下半期

順守 順守 順守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

上半期 下半期

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

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

空調機器 保健室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

順守 順守 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 備考

○ 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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第５条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規定による
保守点検又は清掃の記録を作成（業者への委託
可）・保管（3年間）しなければならない。 浄化槽 単独処理／分離ばつ気方式／５０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

11

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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／分離ばつ気方式／５０人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

10

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 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／分離ばつ気方式／５０人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

事象なし ５月１９日点検 事象なし 事象なし ８月１８日点検 事象なし 事象なし １１月５日点検 事象なし 事象なし ２月８日点検 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／分離ばつ気方式／５０人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 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／分離ばつ気方式／５０人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

6
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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 ↓】

事前押印の書類が多い為，それ以外のもので電子決裁を心がける。 今後も電子決裁できるものはしていく。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

13
【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
　　　　　→

5
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

23.2% 12.5%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

56

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

40
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

近隣の小中学校や金融機関等への移動は，ほぼ徒歩か自転車にしてい
る。

引き続き努力したい。

【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 ↓】

園児用に送られてきたイベントの案内などのあまりの裏紙をファック
スの印刷用紙にするなど工夫した。

引き続き有効利用を心がけたい。

【環境目標 5】

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 ↓】

プレビューで確認して訂正や修正をしてから印刷を心がけた。 プレビューで確認して訂正や修正をしてから印刷を心がけた。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

徹底している 徹底している

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

冷房はなるべく使用せず，使用するときも設定は２８度にした。 午前中は，職員室の暖房をなるべくつけないよう努力した。

【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 ↓】

日中は職員室の照明をほとんどつけずに業務を行なった。 今後も消灯や照明をつける数を減らす努力をしたい。

【環境目標 2】

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

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

・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
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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

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）

前期２回は予定通り行なった。 年間予定通り４回行った。

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

廃品回収

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

徹底している 徹底している

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

廃品回収 廃品回収 廃品回収

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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

保護者や地域の方から資源ごみを集めて，PTA活動として年４回廃品回収を実施する。

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

【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 →

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 →

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

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

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

事務用品はできる限りカートリッジ，詰め替え商品を購入。 引き続きエコ商品を購入する。

【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」

【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　　→

5
【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　　→

5
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

23.8% 33.3%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

21

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

15
徹底されている 徹底されている

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）

できた。 意識して取り組めた。
適切に運用できた。次年度も意識し
て取り組んでいきたい。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

できた。 意識して取り組めた。
日々の「少し」が成果につながっ
た。

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

該当なし

該当なし
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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

4 名

0 名

理由

4 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

4 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

　　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。

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

研修効果 研修によって，環境保全に対する意識が高まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 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

【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11日

所属（課等） 加佐登幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-379-1518

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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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

該当なし

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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 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

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 該当なし

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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

テレビ（ブラウン管式） 各保育室（もも・さくら・きく・遊戯室）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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 職員室

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器 保健室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 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

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 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／分離接触ばつ気方式／35人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

10

1月 2月 3月

事象なし 遵守 事象なし 事象なし 遵守 事象なし 事象なし 遵守 事象なし 事象なし 遵守 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／分離接触ばつ気方式／35人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 事象なし 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／分離接触ばつ気方式／35人槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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　職員トイレ

上半期 下半期

6
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○ 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　

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 ↓】

出張時に自動車を利用する際，相乗りで行く。 運転時のアイドリングストップを心がける。

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

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 ↓】

ゴミの分別を徹底する。ペットボトルを入れ物にしたり，牛乳パック
をひらいてのり下紙に利用したりする。

ゴミの分別を徹底し，空き箱等の再利用をする。

【環境目標 5】

徹底している 徹底している

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

両面印刷をしたり，裏紙を利用したりして，紙の使用を減らす。 ２アップ印刷や両面印刷，裏紙印刷をして紙の使用を減らす。

【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

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 ↓】

エアコンの温度を，環境に配慮して設定する。 人がいない時は，エアコンをこまめに消す。

【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

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 ↓】

保育室やトイレ等，人がいない時には消灯する。 人がいない時はこまめに消灯する。

【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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

事象なし 遵守 事象なし 事象なし 遵守 事象なし 事象なし 遵守 事象なし 事象なし 遵守 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／分離接触ばつ気方式／35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

12

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

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／分離接触ばつ気方式／35人槽

上半期 下半期

11
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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

引き続き，廃品回収を行ったり，廃材を利用した制作活動をしてい
く。

引き続き，廃品回収を行ったり，廃材を利用した制作活動をしていく。

保育参観
（リサイクル教

材を使用）
修了式

【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 ↓】

入園・進級
式　廃品回

収開始

地域交流
（リサイク
ル材料を使

用）

PTAバザー（廃
品物を使用）グ
リーンカーテン

栽培

夏祭り
（リサイクル材
料を使用）グ

リーンカーテン
栽培

グリーン
カーテン栽

培

ごみの分別
指導

ミニ運動会
（リサイク
ル材料を使

用）

祖父母参観・
（リサイクル苗
のプレゼント）

クリスマス会
（廃品を使った
ブーツづくり）

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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

教育活動の中でリサイクル化を進めるとともに，廃品を使っての製作活動やグリーンカーテンの栽培を行うなど環境教育を実施します。

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

業務上実施が難しい。 業務上実施が難しい。

【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 → 0

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

実施なし 実施なし

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

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

可能な限り，今後もエコ製品の購入をすすめていく。 可能な限り，今後もエコ製品の購入をすすめていく。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

電子決裁が可能なものは，今後も実施していく。 電子決裁が可能なものは，今後も実施していく。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

2
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

3
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

66.7% 37.5%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

3

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

8
徹底されている 徹底されている

【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
　　　　　→

50
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

48
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

43.9% 46.2%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

114

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

104
徹底されている 徹底されている
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・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

教材は，なるべく購入せず廃
材を使用する。

地域にも取組を広げていく。
園通信などで家庭へ伝えるこ
とで，廃品活用への理解が深
まってきた。

日常から環境を整え，整理，分別，
美化，削減を推進している。

【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）

コピー用紙は，裏面，両面使
用後，廃品回収へ回すことで
大幅な削減をする。

一人一人が環境管理への意識
をもちながら，取組を進めて
いる。

職場全体で１つの環境への意
識をもつことにより，他への
環境への意識が変わってきて
いる。

管理運動として不要照明消灯を徹底
したり，分別ボックス，リサイクル
の推進，地球環境美化の推進に合わ
せて取り組みを継続している。

【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

・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

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

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

11 名

1 名

理由

11 名

1 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

11 名

研修未実施人数 1 名

0 名

11 名

1 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

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 平成２８年度　Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ　職場研修資料 下半期に研修を行った人数

研修効果 自分たちの環境を守るためにも一人ひとりの環境への意識が大切である。鈴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿市がおこなっているＥＭＳの取り組みがとても重要であり，しっかりとりくまな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らないという意識が高まった。研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由 ・・・・・・・　育児休業中

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 特になし

研修効果 自分たちの環境を守るためにも一人ひとりの環境への意識が大切である。鈴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿市がおこなっているＥＭＳの取り組みがとても重要であり，しっかりとりくまな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らないという意識が高まった。

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

備考 特になし

【 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

育休中

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 平成２８年度　Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ　職場研修資料 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

育休中

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

上
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年10月12日

下
半
期

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成29年4月12日

所属（課等） 旭が丘幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-387-5326

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年6月2日
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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

■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

事象なし 点検 事象なし

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

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

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台

上半期 下半期

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

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

該当なし 該当なし

購入・導入のみ

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

該当なし 該当なし
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機 1台　トイレ

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

テレビ（ブラウン管式） 職員室1台・倉庫1台

上半期 下半期

順守 順守 順守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

上半期 下半期

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

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫 職員室，玄関

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

順守 点検 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 点検 順守 順守 点検 順守 順守 点検 順守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

105



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　

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 ↓】

全職員で徹底することができた。 全職員で徹底することができた。

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

徹底している 徹底している

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

全職員で徹底することができた。 全職員で徹底することができた。

【環境目標 5】

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 ↓】

徹底することができた。 徹底することができた。

【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

徹底している 徹底している

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

全職員で徹底することができた。 全職員で徹底することができた。

【環境目標 3】

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

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

徹底している 徹底している

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

全職員で徹底することができた。 全職員で徹底することができた。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

6
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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

計画通り実施し，成果をあげた。保護者の関心高まった。 計画通り実施し，成果をあげた。保護者の関心高まった。

・鉢花の世話
・冬野菜の収穫
祭

・鉢花の世話
・育てた鉢花家
庭に持ち帰り家
庭で育てる。

【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 ↓】

アサガオの種ま
き

・親子で一鉢野
菜苗植付，わき
芽摘み
・夏野苗の植付
・保護者に空き
箱容器集め依頼

・芋苗さし
・緑のカーテン
準備
・子どもが銃に
使えるように空
き箱，容器コー
ナー設置

・親子で夏野菜
の世話と収穫
・グリーンカー
テンのアピール

・育てた一鉢の
夏野菜を家庭で
育て収穫

・アサガオ等の
種取り

・サツマイモ収
穫　　　　・大
根の種まきと冬
野菜の苗え

・ビオラの鉢植
え　　　　　・
冬野菜の世話
・不要になった
容器等を使って
お店屋　　ごっ
こをする。保護
者も参加。リサ
イクルアピー
ル。

・鉢花の世話
・冬野菜の世話

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

該当なし 該当なし

【平成28年度】所属独自の環境目標

○植物の栽培による緑化に取り組むことで環境活動に関心を持つ(・親子で野菜苗を植え，一緒に育てる・グリーンカーテンで電力の節電をアピールする)
○いらなくなった容器・箱収集を保護者に呼びかけ，子どもが自由に使える制作教材にしてリサイクルする。

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

ノーカーデーの実施は難しい。 ノーカーデーの実施は難しい。

【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 →

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 →

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

該当なし

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

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

【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 ↓】

徹底することができた。 徹底することができた。

【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　　→

【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
　　　　　→

37
【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

59.7% 82.4%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

62

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

17
徹底されている 徹底されている
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・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【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）

継続して電気，冷暖房をこま
めにけし，ごみになるような
物は，よく検討して購入す
る。

一人一人が環境管理への意識
をもちながら，取組を進めて
いる。定期的な確認を行う。

職場全体で環境への意識をも
つことにより，他への環境へ
の意識が変わってきた。

管理運動として不要照明消灯を徹底
したり，分別ボックス，リサイクル
の推進，地球環境美化の徹底をして
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）

電気や冷暖房等こまめに消す
ことやごみ処理の仕方を工夫
することで大幅な削減をす
る。

一人一人が環境管理への意識
をもちながら，取組を進めて
いる。

職場全体で環境への意識をも
つことにより，他への環境へ
の意識が変わってきている。

管理運動として不要照明消灯を徹底
したり，分別ボックス，リサイクル
の推進，地球環境美化の推進に合わ
せて取り組み始めている。

【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

・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

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

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

6 名

0 名

理由

6 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

Ｓuzuka-EMS職場研修 4 名

実施を行った全職員が，環境への意識向上と知識が備わった。 研修未実施人数 0 名

2 名

・・・・・・・，・・・・・・・　支援員のため 実施なし

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

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。）

「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

研修効果 研修未実施人数

下半期実施の職員名・理由

研修対象者のうち未実施の職員名・理由

備考

研修効果

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 研修実施人数

【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3日

所属（課等） 白子幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 387-5325

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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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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

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

1月 2月 3月

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

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 4台

上半期 下半期

購入・導入のみ

破棄・廃止のみ

1

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

【上半期】
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機 1台　職員トイレ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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　職員室

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器 保健室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫(冷蔵ショーケース) 1台

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 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　

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 ↓】

自転車を活用した。 徒歩，自転車を継続をする。

【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 ↓】

廃棄物の徹底をしたり，廃品回収を利用した。 昨年度より，定着してきたので，さらに拡大を図る。

【環境目標 5】

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 ↓】

園内資料はＮアップして，削減した。 他機関への文書も，可能な限り努力をする。

【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

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 ↓】

節電を意識して遂行した。 節電をして遂行できたので，継続をするように努力をする。

【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 ↓】

晴天時や空室になる時も消灯している。 消灯することが，習慣化したので異動しても継続できるようにする。

【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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

6
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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

保護者の協力が得られるように周知徹底をした。 今後も周知を継続する。

うさぎの会 保育参観
ＰＴＡ総会

修了式

【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 ↓】

入園進級式 保育参観 バザー 夏祭り 合同運動会 運動会 祖父母参観 保育参観

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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

園行事・ＰＴＡ行事など，徒歩や自転車などでの来園を呼びかける。

年間計画及び実施状況

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

【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 →

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 →

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

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

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

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

担当職員が変わっても，積極的に実施をした。 次年度の担当職員への引継ぎを徹底する。

【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
　　　　　→

41
【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
　　　　　→

81
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

46.1% 55.9%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

89

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

145
徹底されている 徹底されている
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・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【下半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

意識が定着してきた。
課題が残ったので，継続して
取り組む必要がある。

意識化を定着できるようにす
える。

意識して出来るものと，自然環境等
に左右されるものがあるので，今後
も努力が必要である。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

職員一人ひとりが意識するこ
とが出来ている。

環境目標に対し，一部保護者
に課題が残る。

4Ｒなど意識的に取り組めるよ
うになってきている。

意識して出来るものと，自然環境等
に左右されるものがある。

【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

・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

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

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

6 名

0 名

理由

6 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

5 名

研修未実施人数 0 名

1 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

　　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。

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

研修効果 鈴鹿市環境マネジメントシステムについて理解できた

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考 研修実施状況は研修確認表に記載

【 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研修資料　鈴鹿市環境マネジメントシステム　地球温暖化について 研修実施人数

【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10日

所属（課等） 鈴鹿市立稲生幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-387-5338

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
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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

なし

なし

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

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 備考

○ 備考

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

テレビ（ブラウン管式） 1台　遊戯室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 点検

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 点検 遵守 遵守 点検 遵守 遵守 点検

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 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

破棄・廃止のみ なし

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

なし

購入・導入のみ なし

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

なし
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している 徹底している

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

業務に支障がない範囲で徹底できた。下半期も同様に徹底して実施し
たい。

研究発表会の資料作成等で紙の使用が増加したが，次年度は業務に支
障なない範囲での徹底を継続する。

徹底している もう少し努力できる

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

業務に支障がない範囲で徹底できた。下半期も同様に徹底して実施し
たい。

冷暖房機器の電源のON/OF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 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 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底できた。下半期も同様に徹底して実施し
たい。

トイレの電気のON/OFを徹底する。

【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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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　トイレ

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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　職員室

上半期 下半期

3
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

天候と荷物の状況に応じ，１名が自転車通勤を行っている。下半期も
実施を継続していく。

全職員での取組は業務上難しいが，自転車通勤が可能な職員で継続し
ていく。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 10

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 18

【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 ↓】

可能な限り，今後もグリーン購入に努めていきたい。 可能な限り，今後もグリーン購入に努めていく。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

全決裁数の削減に努めてきたが，下半期は電子決裁に努めたい。 決裁の必要性を正しく理解し，適切な文書管理に努める。

【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　　→

3
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

2
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

50.0% 20.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

6

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

10
徹底されている 徹底されている

【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
　　　　　→

2
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

4
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

9.1% 16.7%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

22

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

24
もう少し努力できる 徹底されている

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

【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 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底できた。下半期も同様に徹底して実施し
たい。

業務に支障がない範囲での徹底を継続する。

【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 ↓】

業務に支障がない範囲で徹底できた。下半期も同様に徹底して実施し
たい。

業務に支障がない範囲での徹底を継続する。

【環境目標 5】

【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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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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

地域回覧での発信２回実施。下半期はHPの更新に努めたい。 幼児教育への理解を図るため，園の取組の情報発信を心がける。

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

冬野菜収穫 食育劇 畑の土作り

【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 ↓】

トトロの森
で遊ぶ（通

年）

除草・畑を
耕す・夏野

菜植え

食育劇・サ
ツマイモ苗

植え

夏野菜の収
穫

花の種まき

夏野菜の収
穫

畑を耕す
園外保育

冬野菜の種
まき・園外

保育

親子でサツ
マイモ収穫

冬野菜収穫

【平成28年度】所属独自の環境目標

花・野菜の栽培や園庭の木森で遊ぶことを通して幼児に自然を大切にする心を育み，食育を通して給食の残量
を減らす取り組みを行い，内容を地域・保護者に通信・HPなどで発信をしていく。

年間計画及び実施状況

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

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）

関係する法令に従って，適切
に点検等を行っている。

通常業務の中で，無理なく適
切に取り組めた。

該当なし

園行事が年度の後期に多く，経験の
浅い職員には，準備に時間を要する
ため，節電や冷暖房の使用の制限が
難しかった。
人材育成と仕事の効率化両面から，
環境保全の意識を高めていく必要が
ある。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

関係する法令に従って，適切
に点検等を行っている。

通常業務の中で，無理なく適
切に取り組めた。

該当なし

職員各自が日ごろから環境保全の意
識をもって，業務に望んでおり，節
電や用紙の削減，廃材の利用（リサ
イクル）を行うことができた。
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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

6 名

0 名

理由

6 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

４ 名

研修未実施人数 ０ 名

２ 名

0 名

0 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

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 実施なし 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

研修効果 職員の環境保全についての意識を高めることができた。

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

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

所属（課等） 鈴鹿市立飯野幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-3698

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

121



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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 空冷ヒートポンプエアコン2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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

122



環境活動報告シート（平成28年度）

○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機 1台　会議室（にじ組）

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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　職員室

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

ルームエアコン 1台　保健室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 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　

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 ↓】

職員間の声かけによる意識継続 職員間の声かけによる意識継続

【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 ↓】

職員間の声かけによる意識継続
園児にもわかりやすく表示し，ゴミの分別を幼児期から習慣化してい
く

【環境目標 5】

徹底している 徹底している

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

職員間の声かけによる意識継続 裏紙の使用に心がけていきたい

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

徹底している 徹底している

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

職員間の声かけによる意識継続 牛乳保冷庫の休日の電源ＯＦＦ

【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 ↓】

職員間の声かけによる意識継続 職員間の声かけによる意識継続

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

6
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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

繰り返しと継続が必要なため，根気よく取り組む。 繰り返しと継続が必要なため，根気よく取り組む。

冬野菜の収穫祭
をする。

冬野菜の栽培を
する。

年間のまとめを作
成し，次年度の栽
培計画を立案す

る。

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

徹底している 徹底している

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

地域の人や保護者
とともに夏野菜の
苗を植え，栽培す

る

地域の人や保護者
とともに夏野菜の
苗を植え，栽培す

る

地域の人や保護者
とともに夏野菜の
苗を植え，栽培す

る

夏野菜の収穫祭
を実施する。

夏野菜の栽培及
び収穫をする。

冬野菜の種をま
く。

冬野菜の栽培を
する。

冬野菜の栽培を
する。

冬野菜の収穫祭
をする。

【↓ 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 ↓】

【平成28年度】所属独自の環境目標

野菜の栽培活動を通して，幼児期からの環境保全や食への関心を高める取り組みを保護者や地域へ
と発信する。

年間計画及び実施状況

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

毎朝，園児が７時４０分に登園するため，実施不可能
毎朝，園児が７時４０分に登園する。職員も早朝から出勤しているた
め，実施不可能

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 0

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

実施なし 実施なし

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

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

グリーン購入を意識していく グリーン購入を意識していく

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

紙の削減に向けて，今後も電子決裁を増やしていく。 紙の削減に向けて，今後も電子決裁を増やしていく。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

1
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

2
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

2.5% 5.6%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

40

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

36
もう少し努力できる 徹底されている

【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
　　　　　→

33
【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
　　　　　→

15
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

53.2% 62.5%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

62

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

24
徹底されている 徹底されている
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・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅹ 環境管理責任推進員による評価

【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）

職員の法遵守への意識継続を
図る

順調に取り組みがなされてい
る

順調に取り組みがなされてい
る

順調に取り組みがなされている

【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）

職員の法遵守への意識継続を
図る

順調に取り組みがなされてい
る

順調に実施されている 順調に実施されている

【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

・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

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

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

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

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

　　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。

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

研修効果 省エネなど，ちょっとした取組から始めることの大切さを改めて実感できた。

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 EMS職場研修 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

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

所属（課等） 鈴鹿市立玉垣幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） ３８２－３６６３

当
初

環境管理責任推進員 ・・・・・・・

環境管理推進員（作成者） ・・・・・・・

提出日 平成28年5月30日
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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

■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

実施 実施 実施

　　　　　　　　　　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）

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 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 1台　湯沸かし室

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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） 2台　職員室，遊戯室

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器 1台　保健室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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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　

徹底している 徹底している

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

常に節電を意識しながら，行った。 常に節電を意識しながら，行った。

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 ↓】

使用していない保育室等は，消灯 使用していない保育室等は，消灯

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

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

下水道排水設備 ―

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例第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

駐車場 552㎡/２０台

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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　職員トイレ

上半期 下半期

6
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遠方からの通勤者が多く，難しい。 遠方からの通勤者が多く，難しい。

 上半期
 実施回数 → 0

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

実施なし 実施なし

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

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

意識してエコ製品を検討しながら購入する。 意識してエコ製品を検討しながら購入する。

【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 ↓】

意識して電子決裁数増加をめざす。 意識して電子決裁数増加をめざす。

【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　　→

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
　　　　　→

15
【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
　　　　　→

15
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

42.9% 22.1%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

35

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

68
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

近隣移動時の徒歩を意識し，心掛けている。 近隣移動時の徒歩を意識し，心掛けている。

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

徹底している 徹底している

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

繰り返し使用したり，再生利用を心掛けてきた。 繰り返し使用したり，再生利用を心掛けてきた。

【環境目標 5】

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 ↓】

なるべく両面印刷を意識して，行った。 なるべく両面印刷を意識して，行った。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

【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

131



環境活動報告シート（平成28年度）

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

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

さらなる意識化へ向けて，保護者への周知をもう少し行う。 園活動を知らせることにより，保護者が関心を持ち，意識化できた。

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

冬野菜収穫 冬野菜収穫
次年度へ向
けて計画・

畑作り

【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 ↓】

野菜作り年
間計画作成

夏野菜植え

ジャガイモ
収穫・サツ
マイモ苗植

え

夏野菜収穫 除草作業
畑作り・冬
野菜種蒔き

除草作業
サツマイモ

収穫
冬野菜収穫

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

【平成28年度】所属独自の環境目標

地域の人と共に野菜作りをしたり，日常生活の中でのエコ活動を行ったりする取り組みを通信等で保護者へ伝え，親子で環境に対する意識を高める。

年間計画及び実施状況

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

【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

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）

引き続き，点検等を行い，遵
守していくべきである。

職員の意識化が子どもや保護
者へ影響するので，引き続
き，全職員で計画的，継続的
に取り組むべきである。

使用量等が増加したので，自分たち
にできること，考えるべきことを再
確認しながら，さらに計画的に取り
組むべきである。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

引き続き，点検等を行い，遵
守していくべきである。

職員の意識化が子どもや保護
者へ影響するので，引き続
き，全職員で計画的，継続的
に取り組むべきである。

使用量等が増加傾向にあるので，自
分たちにできること，考えるべきこ
とを確認しながら，計画的に取り組
むべきである。
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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

4 名

0 名

理由

4 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

3 名

研修未実施人数 1 名

名

名

1 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

　　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。

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 産前休暇になったため（・・・・・・・）

研修効果 環境への意識が高まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 産前休暇になったため（・・・・・・・） 上半期の研修対象外人数

備考

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

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 鈴鹿EMS職場研修資料　地球温暖化について 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

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

所属（課等） 神戸幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） ３８２－３２７５

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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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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

順守 順守 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機 1台　廊下

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

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫 1台　職員室

上半期 下半期

順守 順守 順守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

4

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

上半期 下半期

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

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

空調機器 1台　保健室兼職員室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

順守 順守 順守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫（ショーケース） 1台

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 備考

○ 備考

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

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 ↓】

プレビュー確認を心がけた。下半期も引き続き実行したい。 プレビュー確認を心がけた。次年度も引き続き実行したい。

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 ↓】

なるべく上も窓も開け，風通しよくするように心がけたが，子どもの健康も考慮しながら
使用した。下半期に向け，戸外で遊ぶ楽しさを味わせたい。パソコン使用は園児がいる時
は使用できないので，午後集中して使用している。

寒さに負けず，戸外で遊ぶ楽しさを感じながらすごしていたが，子どもの健康と気温や病
気の具合により，室温は考慮してきた。

【環境目標 3】

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

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

徹底している 徹底している

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

教師自らモデルとなることで，子どもに気づかせることになった。下
半期も引き続き励行したい。

教師自らモデルとなることで，子どもに気づかせることになった。次
年度も引き続き励行したい。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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

8

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守 順守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

テレビ（ブラウン管式） 1台　遊戯室

上半期 下半期

6
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

勤務状況から取り組みは難しい。 勤務状況から取り組みは難しい。

【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 →

0
【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期

 実施回数 →
0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

実施なし 実施なし

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

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

該当する商品なし 該当する商品なし

【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 ↓】

日々職員に声をかけ，自分の管理を励行するように下半期心がけたい。
日々職員に声をかけ，自分の管理を励行するように次年度も心がけた
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

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

1
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

0
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

1.8% 0.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

55

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

25
もう少し努力できる より一層の努力が必要

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 ↓】

家庭訪問等は，自転車を利用している。下半期も努力していきたい。
出張は乗りあわせて行くようにしている。次年度も努力していきた
い。

【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 ↓】

幼稚園は「もったいない！」を合言葉に再利用している。子どもにも
大きく影響するので教師自ら模範となる行動が求められることを自覚
した。

教師が見本となり，再利用や物を大切に使うことを繰り返し子どもに
話し，意識改革に努めた。

【環境目標 5】

【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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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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

５歳児は一人一鉢，ミニトマトを育てた。また，４歳児はプランタでミニトマト，畑にナ
ス，キューリ，サツマイモを植え育てた。それを実際家庭へ持ち帰ることで，保護者の意
識も高まった。

１１月に大根やほうれん草などの冬野菜を植えたり，サツマイモを収穫したりした。それ
をクッキングしたり，家庭へ持ち帰ることにより，保護者の意識がより高まった。

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

○冬野菜の収穫を
する。

○春野菜の種や苗
を植える。

【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 ↓】

○園庭に畑を作
る。○５歳児は，
植木鉢で野菜を作

る。

○野菜の苗を植え
て育てる。それを
保護者に発信す

る。

○収穫した野菜を
家に持ち帰る。保
護者に発信する。

○収穫した野菜を
園で調理する。

○秋の野菜の収穫
をする。保護者に
発信していく。

○冬野菜の苗や種
を植える。

【平成28年度】所属独自の環境目標

子どもたちと取り組む野菜の栽培活動やエコ活動を通して身近にできる環境保全について，保護者や地域にも発信する。

年間計画及び実施状況

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

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）

法令に基づき，遵守できてい
る。次年度も取り組みたい。

目標に向けて，気をつけてい
る。今後も時期をつけて取り
組みたい。

地産池消，野菜を育てるとい
う取り組みに向けて，子供・
保護者・職員が一緒に取り組
むことができた。

目標設定をして，取り組むことがで
きた。

【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）

法令に基づき，遵守できてい
る。下半期も取り組みたい。

目標に向けて，気をつけてい
る。今後も時期をつけて取り
組みたい。

地産池消，野菜を育てるとい
う取り組みに向けて，子供・
保護者・職員が一緒に取り組
むことができた。

目標設定をして，取り組むことが
できた。
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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

3 名

0 名

理由

3 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

3 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

　　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。

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

研修効果 職員の専門知識や環境についての意識向上に繋がった

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 Ｓｕｚｕｋａ－ＥＭＳ職場研修　環境マネージメントについて 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

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3日

所属（課等） 栄幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 387-6246

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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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

■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

事象無し 事象無し 点検

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

事象無し 事象無し 点検 事象無し 事象無し 点検 事象無し 事象無し 点検

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 2台　（保育室，遊戯室）

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

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

テレビ（ブラウン管式） 1台　遊戯室

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

事象なし 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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

冷蔵庫 職員室

上半期 下半期

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

4

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

上半期 下半期

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

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

空調機器 2台　（職員室、保健室）

■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

事象無し 事象無し 点検

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

事象無し 事象無し 点検 事象無し 事象無し 点検 事象無し 事象無し 点検

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

143



環境活動報告シート（平成28年度）

○ 備考

○ 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

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第１０条の２

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

浄化槽
単独処理／分離接触ばつ気方式／３０人

槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

10

1月 2月 3月

事象無し 点検 事象無し 事象無し 点検 事象無し 事象無し 事象無し 点検 清掃 点検 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

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／分離接触ばつ気方式／３０人

槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

9

1月 2月 3月

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第５条

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

浄化槽
単独処理／分離接触ばつ気方式／３０人
槽

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

8

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

7

1月 2月 3月

事象なし 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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機 1台　子供用トイレ

上半期 下半期

6
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○ 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】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 ↓】

エコ活動を制作活動など保育の中にも取り入れた。給食の牛乳パックの分
別・回収を徹底した。下半期もリサイクルや適正な物品購入に徹していき
たい。

エコ活動を保護者にも発信し，保護者の協力が得られるようになっ
た。次年度もエコ活動を推進していきたい。

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 ↓】

Nアップは勿論，枚数が多い場合は製本にして印刷した。下半期も紙
の削減を考え，余りの用紙の裏で試し刷りをして活用していきたい。

Nアップ，製本印刷，裏紙印刷を徹底してきた。次年度も徹底して取
り組みたい。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

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 ↓】

照明等は，園児の視界の妨げにならない程度につけなかった。室内の
空調は，室温は２８度を基準とした。

室内の照明，空調管理等，園児の健康状態に留意しながら，節約を念
頭に置き，次年度も意識を持って取り組みたい。

【環境目標 3】

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

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

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 ↓】

最小限の点灯を意識してきた。下半期も園児に差し支えのない範囲で
節電をしていきたい。

職員の意識向上のため，スイッチにチェックシールを貼ったことが，
園児の節電意識を高めることに繋がった。次年度に引き継いでいきた
い。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

1月 2月 3月

事象無し 点検 事象無し 事象無し 点検 事象無し 事象無し 事象無し 点検 清掃 点検 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

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／分離接触ばつ気方式／３０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

12

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

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／分離接触ばつ気方式／３０人

槽

上半期 下半期

11
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

市外からの勤務，保育所によってからの勤務状態では実施は厳しい。 市外からの勤務，保育所によってからの勤務状態では実施は厳しい。

【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 → 0

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

実施なし 実施なし

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

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

環境に配慮したエコ製品を今後も取り入れて行きたい。 次年度も環境に配慮したエコ製品の購入を推進していきたい。

【環境目標 8】

職員のノーカーデー（車通勤しない日）を所属内で実施する

　※ 通勤手段に限りのある所属は任意の実施

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

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

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

今後も紙の削減のため電子決裁を推進して行きたい。 次年度も紙の削減のため，電子決裁を徹底したい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

10
【上半期】環境目標７に対する所属の結果 下半期にエコ

製品を購入し
た件数　　→

4
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

55.6% 19.0%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

18

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

21
徹底されている 徹底されている

【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
　　　　　→

14
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

38.7% 70.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

31

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

20
徹底されている 徹底されている

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

【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 ↓】

家庭訪問や近隣移動時には，園用自転車を使用してきた。今後も徹底
していきたい。

次年度も家庭訪問，近隣移動時には，園用自転車使用を徹底していき
たい。

【環境目標 5】
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Ⅶ 外部に向けて発信できる環境目標及び実施状況
・各所属の独自性を活かした環境目標を設定し，その実施状況を入力

・該当所属のみ入力

Ⅸ 緊急事態対応訓練の実施

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

取組や状況を保護者や地域に発信できた。
地域回覧にて発信の結果，地域から余った野菜苗をいただくことにつ
ながり，地産地消となった。次年度も取り組んでいきたい。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

園だより
野菜作り

野菜作り
次年度への

畑整備

【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 ↓】

田植え
園だより
地域回覧

野菜作りの
ための畑整

備
地域回覧

園だより
野菜作り

野菜作りと
収穫

地域回覧

稲刈り・野
菜作りと収

穫
地域回覧

園だより
野菜作り

野菜作り
地域回覧

園だより
野菜作りと

収穫

野菜作り
地域回覧

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境を意識した地産地消の取り組みの一つとして，園庭での野菜作りを通して保護者や地域に，環境保全について園だよりや地域回覧等で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

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）

点検整理記録簿をもとに，徹
底できた。

園児が節電を意識するの取組
を通信で発信することで，保
護者や地域から高評価を得
た。

次年度も，限られた資源の中での生
活という意識が，職員また園児にも
徹底できるよう，取り組んでいきた
い。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

点検整理記録簿等の作成し，
徹底できた。

節電や省エネを園児にも意識
できるように，教師が手本を
示し徹底してきた。園児も室
内の点灯消灯について意識で
きるようになってきた。

園児の体調管理には十分気をつけな
がら今後も限られた資源であること
を意識し，後期も取り組んでいきた
い。
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Suzuka-EMS 

※原則，小数点第２位まで入力

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

Ⅰ 環境方針及び環境配慮事項の伝達・携帯

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

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力

3 名

名

理由

3 名

名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

3 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

　　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。

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

研修効果 各個人が資料に目をとおすことで職場の環境に対する意識が高まった。

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 上半期の研修対象外人数

備考

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

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

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

【 上半期 】

各種資料名・内容 平成２８年度Suzuka-EMS職場研修(資料配布) 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

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

所属（課等） 椿幼稚園

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 059-371-3715

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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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

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

空冷ヒートポンプエアコン 空冷ヒートポンプエアコン１台

上半期 下半期

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

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

事象なし 事象なし

購入・導入のみ

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後

事象なし 事象なし
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○ ○ ○ ○

充塡
なし

○

○ 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 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法　第6条

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

洗濯機 1台　テラス

上半期 下半期

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

5

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

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　玄関

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

4

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

上半期 下半期

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

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

空調機器 1台　保健室

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

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

遵守 遵守 遵守

　　　　　　　　　　簡易点検の実施　　※3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

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

対象台数 定期点検
（実施した場合のみ3月に入力）

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律

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

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

牛乳保冷庫 1台

上半期 下半期

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

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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○ 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　

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 ↓】

近隣施設の移動手段はなるべく徒歩で行くようにこころがけた。 近隣施設の移動手段はなるだけ徒歩でいくようにこころがけた。

【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 ↓】

消耗品の購入において，エコの観点からできるだけ詰め替え可能な商
品を買うようにこころがけた。

消耗品の購入においては,エコの観点からできるだけ詰め替え可能な
商品を買うようにこころがけた。

【環境目標 5】

徹底している 徹底している

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

職員に両面印刷を行うように周知し，実行することができた。 職員に両面印刷を行うように周知し，実行することができた。

【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

徹底している 徹底している

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

冷暖房機器やPCの電源のこまめな節電をこころがけた 冷暖房機器やＰＣの電源のこまめな節電をこころがけた

【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 ↓】

職員や園児がいない教室や廊下等の施設の消灯をこまめに行った。 職員や園児がいない教室や廊下等の施設の消灯をこまめに行った。

【環境目標 2】

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

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

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

【環境目標 1】

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

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

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

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

7

1月 2月 3月

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第３条

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければな
らない。

廃棄物 施設廃棄物全般

上半期 下半期

6
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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

上半期は実行できたので,下半期も引き続き実行していきたい 下半期も実行できたので，次年度も引き続き実行していきたい

廃材を集め
る

制作物持ち帰り
クラスだよりで
取り組み発信

３学期の振り返
りと次年度への
課題検討

【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

予定通り取り組めた 予定通り取り組めた

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

廃材を集め
る

廃材制作
廃材制作

クラスだよりで
取り組みを発信

制作物持ち帰り
１学期の取り組
みの振り返り

廃材を集め
る

廃材制作
廃材制作

クラスだよりで
取り組みを発信

制作物持ち帰り
２学期の取り組
みの振り返り

【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 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

環境教育として廃材を利用した制作を行い，保護者に発信していく。

年間計画及び実施状況

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

公共交通手段が乏しく，実施するには困難であるため。 公共交通手段が乏しく，実施するには困難であるため。

【環境目標 9】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

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

 上半期
 作成枚数 →

【上半期】環境目標９に対する所属の結果  下半期
 作成枚数 →

【下半期】環境目標９に対する所属の結果

 上半期
 実施回数 → 0

【上半期】環境目標8に対する所属の結果  下半期
 実施回数 → 0

【下半期】環境目標8に対する所属の結果

実施なし 実施なし

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

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

下半期ではエコ製品の物品を購入するようこころがける 次年度ではエコ製品の物品を購入するようこころがける

【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 ↓】

職場の状況上，どうしても紙決裁処理が多くなってしまうができるだ
け電子決裁に努めていきたい。

職場の状況上，どうしても紙決裁処理が多くなってしますができるだ
け電子決裁に努めていきたい。

【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

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

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

上半期の電子
決裁数を入力
　　　　　→

1
【上半期】環境目標6に対する所属の結果 下半期の電子

決裁数を入力
　　　　　→

0
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

2.0% 0.0%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

49

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

17
もう少し努力できる より一層の努力が必要
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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）

エアコン等の対象となる機器
の法令に沿った管理ができて
いる。

無理なく適切に取り組めた。
計画していたとおりの事業が
遂行できた。

日ごろより環境保全の意識を持って
節電や削減に取り組んでいるが,結果
として増加してしまった。引き続
き，意識を持って，減少に努めてい
く必要がある。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

エアコン等の対象となる機器
の法令に沿った管理ができて
いる。

無理なく適切に取り組めた。
計画していたとおりの事業が
遂行できた。

日ごろより環境保全の意識を持って
節電や削減に取り組んでいるが,結果
として増加してしまったこともあ
る。引き続き意識をもって，減少に
努めていく必要がある。

【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

・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

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

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

21 名

0 名

理由

21 名

0 名

理由

Ⅱ 職場研修の実施

21 名

研修未実施人数 0 名

0 名

0 名

0 名

下半期あらたな研修対象外人数 0 名

※上半期研修対象外人数は含まず

Ⅲ 事務局からのお知らせ

　　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。

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

研修効果 職員の環境への意識の向上

研修対象者のうち未実施の職員名・理由 該当なし 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職場研修資料　地球温暖化・EMSについて 研修実施人数

【上半期】

環境方針が伝達されていて，かつ，携帯している人数

環境方針が伝達されていない，または，携帯していない人数

環境方針を伝達した
指定管理者，業務委託業者等の名称

【下半期】

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

所属（課等） 子ども家庭支援課

環境活動報告シート（平成28年度）
連絡先（内線・外線） 3591

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

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

○ 備考

Ⅵ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【環境目標 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 ↓】

片面しか使用しなかった紙を再利用することを徹底している。 片面しか使用しなかった紙を再利用することを徹底している。

【環境目標 2】

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

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

もう少し努力できる もう少し努力できる

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

パソコンの画面のスイッチの切り忘れもあるため，周知徹底したい。 周知を行ったが徹底されていないため，今後も周知に努めたい。

【環境目標 1】

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

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

もう少し努力できる 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 ↓】

消灯忘れをしている時もあるため，周知を徹底したい。
消灯忘れをしている時もあるため，次年度に向けて取り組みを考えた
い。

遵守 遵守 遵守

年間総合実施状況（3月にのみ入力） 遵守 未遵守 評価事象無し

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

遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守 遵守

使用済自動車の再資源化等に関する法律
第5条・8条

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

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

公用車 1台　Ｈ26Ｎ-ＢＯＸ

上半期 下半期

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

破棄・廃止のみ

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

【上半期】

活動・設備等の変更
変更前 変更後
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【↓ 上半期の実施状況や下半期への改善点を必ず入力 ↓】 【↓ 下半期の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

ノーカーデーの設定日以外でも，公共交通機関を使うことを推奨して
いる。

ノーカーデーの設定日以外でも公共交通機関を使うことを推奨してい
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
 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 ↓】

環境配慮物品の購入を推奨している。 環境配慮物品の購入を推奨している

【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 ↓】

電子決裁の利用を周知徹底している。 電子決裁の利用を周知徹底している。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入の割合を高める

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

上半期にエコ
製品を購入し
た件数　　→

10
【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　　→

6
【下半期】環境目標７に対する所属の結果

45.5% 12.5%
上半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

22

下半期にエコ
製品を含む全
ての物品を購
入した件数→

48
徹底されている 徹底されている

訪問が多く外に出る機会が多いが，アイドリングストップ等を徹底し
ている。

訪問が多く外に出る機会が多いが，アイドリングストップ等を徹底し
ている。

【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
　　　　　→

34
【下半期】環境目標6に対する所属の結果

12.3% 17.4%
上半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

212

下半期の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

195
徹底されている 徹底されている

物品を適切に管理し，余分なものを買わないよう気をつけている。 物品を適切に管理し，余分なものを買わないよう気をつけている。

【環境目標 5】

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

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

徹底している 徹底している

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

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

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

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

徹底している 徹底している

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

【下半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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

【上半期】

実施人数 実　施　日

名

各種資料名

訓 練 内 容

訓 練 効 果

備　　　考

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）

掲示している。 掲示している。

Ⅷ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

掲示 掲示 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 ↓】

掲示 掲示 掲示 掲示 掲示 掲示 掲示 掲示 掲示

【平成28年度】所属独自の環境目標

環境問題に対する関心を高めるため事務室入り口や，相談室内に温暖化防止等環境に関するポス
ターを掲示する。

年間計画及び実施状況

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

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）

遵守しているため，今後も継
続していく。

上半期の教訓が生かされず，
昼休みの消灯等が徹底されて
いないため，引き続き周知徹
底いたしたい。

年間を通じて温室効果ガスを削減す
ることができたが，離席時のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚ
ｲ電源を切る等の意識がまだ徹底され
ていないため，次年度からも周知し
ていきたい。

【上半期】

環境管理責任推進員総合評価

法の遵守状況
（本シートのⅤに対する評価）

各種目標及び訓練への取組み
（本シートのⅥ・Ⅶ・Ⅸに対する評価）

環境事業の進捗
（本シートⅧに対する評価）

温室効果ガス管理も含めた
全体的な運用状況等

（総括評価）

順守しているため，今後も継
続していく。

昼休みの消灯や，離席時の
ディスプレイの電源を切る等
が徹底されていないため，今
後周知徹底いたしたい。

もう少し努力できる部分もあるた
め，今後も定期的に周知徹底し，
全体的な意識付けを行いたい。
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