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平塚市環境マネジメン トシステム「ひらつかエコモー ド」は

①エコモード基本マニュアル・・・全職員に向けた運営マニュアル (こ の冊子)

(以 下「マニュアル」といいます。)

②エコモー ドガイドブック・・・・紺象施設一覧・報告様式等の記載方法の参照手引等

(以下「ガイドブック」といいます。)

か ら構成 されています。



私たちはかけがえのない恵み豊かな環境を保全 し、新たに良好な環境を創造 しながら、

これを将来の世代に引き継ぐ責務を担っています。

平塚市環境基本条例の理念に沿って 「環境共生都市」の実現を目指す平塚市は、市民、

事業者、行政が協働 しながらそれぞれの責務を果たし、自然と人が共生 した新たな地域社

会の構築を進めます。

そのため、行政の先導的役割の重要性を深 く受け止め、自らの事業活動に伴 う環境負荷

の低減と、汚染の予防に努めるとともに、環境の保全と創造に取 り組みます。

(行動指針〉

1 環境に配慮 した施策の推進

事業活動が環境に及ばす影響を認識 し、施策の策定、実施に当たっては、環境に配

慮 します。

2 地球温暖化対策の推進

市域及び本市の事務事業から排出される温室効果ガスの排出抑制等を図るため、都

市の低炭素化に向けた施策、事務事業の省エネルギー対策を推進 します。

3.廃棄物の削減

庁舎等から排出される廃棄物等の発生抑制・再使用 。再資源化を推進 し、「ごみゼロJ

を目指します。

4.職員の教育、訓練

主体的に環境活動に取 り組むため、その基礎 となる環境保全に関する教育や訓練を

積極的に行い、必要な知識及び高い行動意欲を身につけます。

5 継続的な改善

計画的に環境監査、システムの見直しを行い、ガ呆
―
境マネジメン トシステムを継続的

に改善します。

6 環境情報の発信

環境の保全と創造に関する活動を適切に進行管理 し、その成果を公表 します。さら

に、市民、事業者による環境への取組が推進されるよう、環境情報を発信 します。

平成 24年 4月 1日

平塚市環境方針

平塚 市長 落合 克宏
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1.共通事項

1。 1エコモード

1.1 エコモー ド

1。 1.1 エコモードとは

あら沙ち事業活動 tこつιれては環境への ドな占んてι粥 決熊 歩実現 芸るため

の本市必虫自の環境 7才、ノメントシステムで変

環境マネジメン トシステムとは、自らの事業活動において、省資源・省エネルギー、法

規制の)庚守等によつて、環境負荷の低減、汚染の予防に組織的に取り組むシステム (体系、

仕組み)の ことです。

このシステムを有効に機能させるためには、多様化・深刻化する環境問題に柔軟に対応

し、自らの組織や事業活動に適したシステムとすることが必要です。

そのため、独自の県境マネジメン トシステム 「ひらつかエコモー ド (愛称 :エ コモ)」 を

確立 し、運営していきます。

eco 環境に配慮した、省エネで経済的、環境と経済の両立

モー ド
mode 方法、状態t生活様式などの慣習

――

ec∵帯ざde→
エコモ

ecomo

1.1.2 エコモー ドの目的は

′rョ f一 舟 のβれ■ま
「

霞蟻共生都市 /の実現 です

IS014001で の取組を継承し、本市の現状と今後の課題を踏まえ、独 自の環境マ

ネジメン トシステム「ひらつかエコモー ド」を構築します。

エコモー ドの目的は、平塚市環境基本条例で掲げる「環境共生都市※1の 実現」です。市

の責務は、同条例で規定する「施策の策定、実施に当たっては積極的に環境への配慮をす

る。 自らの事業活動に伴 う環境負荷の低減に率先して努める。Jです。

※ 1 環境共生都市とは、生態系の一員として自然との共生を図り、循環型地域社会を実現すべく、日常

生活や事業活動の中での環境への負荷を低減 し、市民・事業者・市の協働による活発な環境保全活動

が行われ、将来世代に継承すべき望ましい環境の保全と創造をたゆみなく行 う都市のこと。

1



1.共通事項

1.1エコモード

1。 ¬,3 対象範囲

本 ″の オベ ての事業活動・ 公共施設力1対象 でナ

エコモー ドで環境マネジメントをする対象は、本市のすべての事業活動・公共施設とし

ます。     くlsO時代〉           〈エコモード〉

学校 。指定管理者を除く

すべての公共施設
すべての公共施設

ただし、委託等により他者に実施させる事業活動や、指定管理者等により運営されてい

る施設については、エネルギー消費量を把握するとともに、受託者等に対 して環境負荷の

低減に必要な措置を講 じるよう要請します。

また、新たに対象範囲とする学校施設については、エネルギー使用量等の実績管理から

取 り組み、段階的にシステムの適用範囲・項目の拡大を図ります。

なお、学校版 「わかば環境 ISO」 は、環境教育を推進するため、引き続き取り組みま

す。

1.1.4 対象とする取り組み

事業活動だ″ラ環境負方のほ滅 '環境 グスクの書理を評灘 苺勒亮 声ナ

エコモー ドでは、 2つの分野 (事業活動に伴 う環境負荷の低減、環境 ジスクの管理)に

ついての取組を実施 します。

(1)事 業活動に伴う環境負荷の低減 (すべての課の取組 )

① 環境に配慮した事業活動の推進

「環境配慮行動ガイ ドライン (別 冊「ガイ ドブックJ)Jを参考にして、環境負荷を低

減する事業活動や、環境に有益な事業活動に取り組みます。

② 温室効果ガスの排出抑制

①に加え、環境経営会議で決定する「全課共通の取組と本市の達成目標」に基づき、

温室効果ガス (特に二酸化炭素)の排出抑制に取り組みます。

③ グリーン購入の推進

「グリーン購入基本方針 (別 冊「ガイ ドブック」)」 に基づき、環境に配慮した物品1や

サービスを優先的に購入します。

2



1.共通事項

1。 1エコモード

(2) 環境 リスクの管理 (特定の課の取組 )

① 環境法令等の順守

事業活動の実施及び管理運営する施設・設備等に適用される環境法令等を順守しま

す。

② 環境関連事故及び緊急事態への準備及び対応

災害時や事故時に、環境に著しい影響を与える恐れがある施設や設備を所管してい

る場合は、想定される緊急事態に対しての手順を定め、緊急時に速やかな対応が取れ

るようにします。

(3) システムの運営を支える仕組み

① 研修の実施

・役割や責任に応じて、必要な知識や技能を習得するための研修を実施します。

② コミュニケーション

・市組織の内部コミュニケーションは各種会議の開催、庁内情報誌 (エ コモ通信)

等により、外部のコミュニケーションは「市民の声」制度実施要領により、情報

公開は平塚市情報公開条例の規定により、対応します。

③ 環境関連情報の提供

・優良事例の紹介や、環境分野の最新情報の提供等を通して、活動を推進します。

④ 文書の管理

・システムの適切な運営のため、マニュアル、各種の報告等を管理します。

⑤ 環境監査の実施

・組織全体としての取り組み水準の維持、環境配慮行動の定着を確実にするため、

環境監査を実施します。

⑥ 取組状況・成果の公表

・環境活動の取組状況・成果をホームページ等で公表し、客観性・透明性を担保し

ます。

3



1.共通事項

1.1エコモード

1.1.5 運用の流れ

点検・評価 (Check)

1.課等で取組状況の点検・評価

2.環境経営会議で総合的に進捗管理

3.課等の取組や残果を公表

4.環境監査

〔遭極理蟄≧稽§漂岳至匡 〕

取組状況を点検・評

価 し、目標の達成状

況・活動の成果を確

認します。

実施及び運用 (Do)

1.目 標の達感倖口
|ブてヽ環境配

慮行動を実践。||

2.環境法令響 、正碁連用。曇急

事態の訓練
―
により、環境リスク

を管理。

目標の達成に向

けて、環境活動を

実施します。

活動を振り返り、見直

し、翌年度の計画に反

映します。
・

見直し (Act)

1.シ ステムや環.境方針を定期
! 11 ,

的に見直tt必要に応じて改

24等恙亀豆送墓り返り、翌
年度の取組に反映。

環境方針を定め、組

織が目指す方向を

します

・ 各課で取 り組む頃

目。日標を定めます。

・特定している環境リ

スクを確認します。

計画 (Pian)

1事業活動に伴う環境負荷の低減

(1)環境法宥等の順會

(2)環境関連事故及び緊急事態への

準備及び対廠

事業活動の推進(1)環境に配慮

出抑制

2環境リスク

(2)温室効果

(3)グ リーン

環境方針

4



1.共通事項

1,1エコモード

1。 1.6 推進体制

推進体制は、組織を①環境経営組織 (市長・副市長・部局長)、 ②環境活動組織 (課単位 )、

③環境監査組織に分け、部局長以上による環境経営会議で環境活動の進行状況を確認し、

見直し等を行います。

エコモ組織図

ホニムページ等

①環 境 経 営 組 織

1 重要事項の審議、進行

状況確認、見直し等

｀
て
´

と
環境経営組織の方向

性を環境渚動組織に

指示するとともに、環

境渚動組織の取細を

進行管理する

③環 境 監 査 組 織

エコモ監査員

リーダー

エコモ監査員

(環境活動の成果等)

副最高責任者

(副市長)

環境配慮行勃の定

音をl足 し、環境活動

の成栗を維持・ドロ」上

する

②環 境 活 動 組 織

監査チームを代表 |

し、監査の日叉りまと i
め等を行います。  r

オ

課等の環境活動の

成果、環境酉3慮の定

香状況を監査 しま

す 。

I

環境渚動組織の
|と

実務を担います。

課等の環境法

令等の順會状

況を監査 しま

す。

職  員

5

エコモ実行員

環境渚動責任者

(課長等)

エコモ監査員

(環境法令等順守状況)

優れた環境配慮

行動の標準化

取組の

改善指導
課等の実績報告

環境監査 lよ、環境活動の成果等の監査と環境法令等順守状況の監

査の二本立てで実施します。対象は特定して実施します。

エコモ事務局

(環境政策課)

環境経営会議

(部局長以上)

課等の成果を
ノ
ム
｀
表

(外部への説日月責任・

客観性の担保)

監査報告

環境経営者

(部局長)

環境方針
環境方針を跡要

に応じて見直す

最高貢任者

(市長)



1.共通事項

1。 1エコモード

1.1.7 年間スケジュール

エコモー ドにおける主な年間のスケジュールは次のとおりです。

※ 各スケジュールについてはエコモー ドの見直しを踏まえ、変更となる場合があります。

※グリーン購入実績報告書については提出を求めません。 (平成 28年度現在)
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組

織
取り組み

４

月

５

月

６

月

７

　
月

８

月

９

　
月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

　
月

３
　
一月

①
環
境

経

営
組

織

環境経営会議
(半期ごとの実績評価、全課共通の取組と本市
の達成目標の決定など)

キ ー ― ―レ → →

取組状況・成果の公表

(課等の取組状況・成果をホームページ等で公

開)

※ 年間を通じて適宜公表します。

一
→

最高責任者(市 長)による見直し
く環境経営会議での審議を踏まえた見直し)

エコモードの見直し
※ 年間を通じて適宣見直しを実施します。

環境方針の見直し

一

←

②
環

境

活
動

組
織

取組項目の決定
(目 標の設定・環境リスクの特定) …

エコモードに基づく運用
(目 標達成に向けての実践活動)

(環境リスクの管理)

一
→

環境管理推進会議
(エヨモ実行員・環境活動責任者対象)

→

一般職員研修
(上半期4～ 5月 、下半期10～ 11月 )

+ 十

記録の管理・集計・報告

エコモシート(毎月報告)

一般職員研修記録
(上半期4～ 5月 、下半期10～ 11月 )

環境法令等順守シート

緊急事態訓練記録

+

→

+

→

③
環
境
監

査

組

織

エコモ監査員研修

エコモ監査員任命 + →

環境監査準備
(監査する課等の特定・計画の策定)

―

環境監査(環境活動の成果等の監査)

…

環境監査(環境法令等順守状況の監査)
―



1.共通事項

1.2計 画[Pian]

1.2 計画

1.2.1 環境方針を定めます

環境方針を理解 ι、環境活動を彿 〕声ナ

最高責任者 (市長)は、環境方針を制定し、改定します。環境方針を実現するためには、

組織全体で環境活動を推進する必要があります。そのため、職員一人一人が環境方針を理

解 し、共有し、環境配慮に取り組みます。

平塚市の環境方針を、表紙次ページのとおり定めます。

1.2.2 取組項目と目標を決めます

環境活動責任者 (課長等)は、課等の業務と環境 との関連を踏まえ、課等としての取組

項 目や目標を定めます。また、事業活動の実施や施設・設備等の管理運営に関連する環境

法令等を確認 し、環境関連事故等の緊急事態に対しての準備及び対応の手順を定めます。

[エ コモー ドで取 り組む分野・区分・報告様式]

対象課 分  野 区  ノ
ヵ
ヽ

報 告 模 式

全

課

上

通

事業活動に伴う

環境負荷の低減

環境に配慮した事業活動の推進

[1. 2. 3]
一般職員研修記録

温窒効果ガスの排出抑制

[1.2.4] エコモシート

グリーン購入の推進

[1. 2. 5]

特

定

の

課

環境リスクの管理

環境法令等の順會

[1. 2. 6] 環境法令等順守シー ト

環境関連事故及び緊急事態への

準備及び対応

[1.2.7]

緊急事態訓練記録

緊急事態対廠記録

関連文書

ガイ ドブック > 1 様式集

1 様式集

1 様式集

1 様式集

1 様式集

1 エコモシート

2 -般 職員研修記録

4 環境法令等順守シート

5 緊急事態訓練記録

6 緊急事態対応記録
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1.共通事項

1.2計 画[Pian]

事業活動に伴う環境負荷の低減  (全課共通の取組 )

1.2.3 環境に配慮した事業活動の推進

環境配慮岳動ガイドラインの rデ翡rご配慮ιた事業活動の推進どを参考/_~ι て←評争

の取組項目と冒″を療だι声方

(1)取組項目と目標を決定 します

環境活動責任者 (課長等)は、年度当初に 「環境配慮行動ガイ ドライン (別冊 「ガイ ド

ブックJに掲載)」 を参考にして、課等で取り組む項 目と目標を、環境経営者 (部局長)と

ともイこ2つ以 L法苗伊します。

(2)取組項目と目標を共有 し、取 り組みます

決定した取組項目と目標については、課内の一般職員研修等で、どのような方法・仕組

み、確認方法を取れば改善が図れるか話 し合つた上で、取 り組みます。また、取り決めた

内容は一般職員研修記録 (別 冊 「ガイ ドブックJに掲載)に記入 します。

例)・ ペーパーレス化を推進 します。そのため、同じフロア内に裏紙共通ボックスを設

置 し、用紙使用量の管理をします。また、文書管理システムを活用 し、紙の出力

を抑えます。前年度比 3%の削減をします。

・○○まつりにおいて、市民に配布するチラシが大量に余るため、過去の来場者数

と比較 。検討 し、昨年度より印刷枚数を○○枚減らします。

・○○というイベン トでは飲食物を取 り扱 うため、割 り箸を大量に消費する。その

ため、参加する市民に呼びかけ、マイ箸を持参するよう呼びかけ、割 り箸の購入

(消 費)を前年比 80%削減 します。

なお、エコモー ドでは各職場、職員の自主性・積極性を重視 し、課等での環境工夫や仕

組みづくりを推奨します。そのため、他組織への展開が可能な優れた取組については、組

織の標準的な事務手順としての定着を図ります。

また、監査活動では目標に対する活動成果のほかに、取組項目や目標の設定についても、

監査の対象となります。前年度の活動成果を踏まえているか、又は実現が容易な目標の設

定や前年度の取組を踏襲していないかを監査で確認 します。

関連文書

ガイドブック > 1 様式集   2
2 参考資料集 1

一般職員研修記録

環境配慮行動ガイドライン
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1.共通事項

1,2計 画[Plan]

1.2.4 温室効果ガスの排出抑制

評争では.環境経営組織ガ決定 ナ石「全課共通の取組 と本市の達成励 効 で、温室効

案宏 の効 rこ駁 グ組み声九

「全課共通の取組 と本市の達成目標」については、環境経営会議において、取組項目、

数値 目標を定めます。

なお、平塚市地球温暖化対策実行計画 (改訂版)では、全庁における温室効果ガスの削減

目標を次のとおり定めています。

く参者〉活動別肖」減目標の目安

※ 削減割合(%)は小数点以下を切り捨てています。

9

令不B8年度 (2026度 )までに、二酸化炭素 (C02)の排出量を

平成25年度比 (2013年度)比で18,9パ ーセント削減します。

43,290t― C02… ………→  35,090t― C02
(平成25年度) 18。 9%削減  (令不□8年度)

電気の使用 一電 i3●も
'11■

aH 17,688 12,311 5,377

ガソリン 326 227
文可)Fれ 332 ,31 101

99

730 508 222
229 159 70

筆登)曲

A董油
01じうこ,"又 ,げ4 58 40 18
きB市ガス (13A) 4.278 2.977 1,301

燃料の 使用

CNG 36 ク 5 11

30,4%

一峨盛 肇切 の 蜆宇』 廃 フラ ス チ ック額 19,613 18,612 1,O01 5,1%
岳十 43,290 35090 8.200 189%



1.共通事項

1.2計 画[Pian]

1.2.5 グリーン購入の推進

グリーン購入は、価格・機能・デザインなどの購入の判断要素に、環境という視点を加

えて製品・サービスを購入する活動です。平塚市が地域の大規模事業者 として、環境負荷

の少ない製品・サービスを優先して購入することで、循環型社会の構築を推進するととも

に、市民や事業者等のグリーン購入への取 り組みを拡大できます。

本市ではグリーン購入の方針を定めた 「平塚市グリーン購入基本方針」及び調達基準・

品目・目標を定めた 「グリーン購入調達方針」に基づき、グリーン購入を実施します。

課等では、品質や価格においてやむを得ない場合を除き、グリーン購入をします。

〈ゲリーン購入のポイント〉

○ 必要性の考慮による購入数量の削減

O 省エネ製品による使用エネルギーの削減

O リユース・ ジサイクルなどによる廃棄物の削減 (買 わないこともグリーン購入 )

O 環境に配慮 した事業者からの購入

関連文書

ガイドプック > 2 参考資料集 2
2 参者資料集 3

平塚市グリーン購入基本方針

平塚市グリーン購入調達方針
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¬.共通事項

1.2計 画[Pian]

環境 リスクの管理  く特定 している課の取組〉

1.2.6 環境法令等の順守

環境法 今争劇 嬌 化 .饉 こヽ事業活動 を推進 ι声ナ

環境活動責任者 (課長等)は、事業活動の実施及び管理運営する施設 。設備等に適用さ

れる環境汚染防止及び環境保全に関する法律・条例等の運用・改正状況について、毎年 3

月に調査 し、その内容を「環境法令等調査票兼更新届」によリエコモ事務局 (環境政策課)

へ報告します。

環境活動責任者 (課長等)は、事業活動に関連する環境法令を、課内の一般職員研修等

で周知し、職員は環境法令等の順守を念頭に置き、適正に事業活動を進めます。

関連文書

ガイドブック > 1 様式集   3 環境法令等調査票兼更新届

1.2.7 環境関連事故及び緊急事態への準備及び対応

環境関連事故争を未然 |こ防止 ι←着色綸 な環境 グズクを旨理 ι声ナ

環境活動責任者 (課長等)は、事業活動の実施や施設・設備等の管理運営において、環

境に影響を与える可能性のある潜在的な環境被害をあらかじめ想定・把握 し、環境関連事

故及び緊急事態が発生 した場合の対応、緩和策の手)贋を確立します。

環境活動責任者 (課長等)は、想定した緊急事態に対応する手順書を課内の一般職員研

修等で周知し、また職員等の参加を得て緊急事態を想定した訓繰をします。職員等は緊急

事態等が現実に発生した場合に速やかな対応がとれるよう、日ごろから細心の注意を払つ

て業務に当たります。

関連文書

ガイドブック > 2 参考資料集 5 緊急事態等想定設備・施設等一覧表
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1.共通事項

司.3実 施及び運用[Do]

1.3 実施及び運用

1.3.1 職員研修を実施します

環境活動を効果的|こ進わ等=ヨぞ―ドを用渭|こ運営ナるため、職員″疹を美
~″ι声方

環境方針の実現及び取組目標の達成のため、エコモー ドにおける継続的改善の流れを理

解するとともに、役割に応 じた責任の自覚、必要な知識・技能を習得するため、組織内の

すべての職員に研修を実施 します。

また、研修の内容は、各役割に応 じて、必要となる知識・能力も異なるため、対象者・

内容 。実施計画を次の表のとお り定めます。

研修等実施内容工覧

※必要に応 じ臨時職員、委言モ業者及び協力団体を含みます。

種類 実施責任者 対象者 目  的 内 容
実施回数等

(実施8ま期)
講師

管理職研修
副最高貢任者

(邑」市長)
管理職昇格者

エコモードに関す
る知識をに□]上さ
せ、環境影

ウ
魯
Sに

対
する自覚を高める

エコモードの維持
及び改善に跡要な
知識・技術の習得

1回 /年以上

(6～ 9月 )

外部講師
エコモ

事務局等

一般職員研修

副最高責任者

(副市長)

環境活動責任者
エコモ実行員 環境影響に文」する

自覚を高める (貢

任の自覚)

エコモードの把握

エコモー ドの維持

及び改善にあ要な
矢日識・ 情報の提供

1回 /年以上
エコモ

事務局等

環境洒勤貢任者
(課長等)

所轄職員 (※ )
2回/年以上

(4月 。10月 )
各エコモ実行員等

新任エコモ

実行員研修

副最高責任者
(副市長)

新任エコモ実行員

エコモードにおけ
る実行員の役割の

把握

環境法令等の調査

及び順守評l面の方
法、監視測定に係
る各種報告の方法

等

1回 /年以上

(4月 )

エコモ

事務局等

エ コモ監査員研 4多
副最高責任者

(副 市長)
エコモ監査員

エコモ監査員の養
成と監査能力の維
持・向上

環境監査の監査能
力の維持と向上

1回 /年以上

(6月 ～ 10月 )

エコモ

事務局等

緊急事態

対応訓練
環境活動責任者

(課長等)
特定課職員

技能の向上 (緊急
事態訓練)

策定した手順書に

基づく、緊急事態
訓練の実施

1回 /年以上
環境洒動責任者

(課長等)

環境法令研修
冨J最高責任者

(副 市長)
特定課職員

環境法令に関する
基礎的知識の習得

環境法令に関する

基礎的知識の習得

改正された法規制
の知識の習得

呵回/年以上
エコモ

事務局等

新採用職員研修
副最高責任者

(副市長)
新採用職員

一般的な環境に対
する自覚を高める

(責任の自覚)

エコモードに関す
る基礎的知識の習

得

1□ /年以上
エコモ

事務局等
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1.共通事項

1。 3実施及び運用[Do]

課等で研修を実施 したときは、研修実施担当者が一般職員研修記録を作成 し、その都度

速やかにエコモ事務局 (環境政策課)へ報告します。

関連文書

ガイ ドブック > 1 様式集 2 -般 職員研修記録

1.3.2 環境活動を実施します

冒標の訪 Fこ力/ナ、環境活動を其
~力ι声ナ

「1.2.2 取組項目と目標を決めます」で定めた課等の取組項目と目標について、一

般職員研修で周知・共有 し、環境活動を実施 します。

1.3.3 環境配慮を要請します

委託業者 ,協力団体争/_~環境配慮 窪 霧 尭 声ナ

環境活動責任者 (課長等)は、年間委託等で公共施設に委託業者が常駐する場合や、イ

ベン トや交流事業等で協力団体がある場合は、その業者・団体に対 して、環境に配慮して

業務を行 うように要請します。委託業者や協力団体が毎回同じ場合であっても、文書また

は口頭で必ず要請をし、環境配慮に努めます。

関連文書

ガイドブック > 2 参考資料 4 委託業者・協力団体等への環境配慮要請文例

1,3.4 文書を管理します

マニュアノど′宇を最新版 て旨理 ιⅢ取組状況 '監視測定結果 を記録 ι声ナ

環境活動責任者 (課長等)は、マニュアルやガイ ドブックについて、改訂があつた場合

には速やかに加除整理を行い、常に最新の状態を保ちます。また、エコモー ドの運用に基

づき作成 した記録類については、平塚市行政文書管理規則及び平塚市行政文書管理規程に

基づき3年間保存 します。
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1.共通事項

1.4点検及び評価[Check]

1.4 点検及び評価

1.4。 1 取組を点検・評価します

環境活動責/fを 〔課長争ノ欣 評等の取組 を自Ξ庫茂 '詔πι声ナ

(1)事業活動に伴う環境負荷の低減 (全課共通の取組と本市の達成目標 )

環境活動責任者 (課長等)は、課等で決定した取組項 目。目標や、環境経営会議で決

定した 「全課共通の取組と本市の達成目標」について課等で点検・評価 します。

エコモシー トについては、環境活動責任者 (課長等)の承認を受けたうえで、エコモ

事務局 (環境政策課)が指定する期 日までにエコモ事務局に毎月報告 します。

一般職員研修記録については、課等で半期ごとに一般職員研修を実施 し、研修の中で

目標達成の進捗状況や改善方法等を話 し合います。研修記録については、各部庶務担当

課を通じて、エコモ事務局 (環境政策課)に報告します。

(各項目の点検 E評価の方法について〉

【報告手順】

<エコモシート>

毎月各エネルギー使

用量を集計する

報告 (サーバ内にあるエコモシートに直接入力) エコモ事務局が

集計

区  分 点 検・評 価 報 告 様 式

① 環境に配慮した事業活動の推進

上半期に各課独自の目標を設定 します。その後、
各課目標が達成できていない取組については、課
内の一般職員研修等で改善方法を話 し合い、その

後の取組に反映 します。

一般職員研修記録

② 温室効果ガスの排出抑制

エコモ実行員は、環境活動責任者 (課長等)の
承認を得て、毎月エコモ事務局 (環境政策課)が
指定する期日までに活動状況 (主 に各エネルギー

消費量等)を 点検・評価 し、各数値をエコモシー

トに記入 します。

エコモシート

③ グリーン購入の推進

環境活動責任者 (課 長等)は 、エコモ実行員と

協力し、グリーン購入の推進を図 ります。
各課の取組項目・ 目標でグリーン購入を設定 し

ている場合は、達成の進捗状況を随時確認 しま
す。

く課等〉
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1.共通事項

1.4点検及び評価[Check]

<一般職員研修記録>

く課等) 〈庶務担当課〉

幸限窪雪

4月末 (上半期一般職員研修)

刊O月末 (下半期一般職員研修)

関連文書

ガイドブック > 1 様式集 1 エコモシート

些 エコモ事務局
目標を設定し、半期ご

とに取り組み状況を

評価する

・報告の取りまとめ

。部局長の承認
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1.共通事項

1.4点検及び評価[Check]

(2)環 境 リスクの管理 (特定の課の取組 )

環境 リスクの管理については、特定の課の環境活動責任者 (課長等)が点検・評価 した

後、環境経営者 (部局長)の承認を受けた うえで、エコモ事務局 (環境政策課)に報告し

ます。

① 環境法令等の順守

環境活動責任者 (課長等)は、課等の事業活動及び施設 。設備等の管理運営に適用

される環境法令等の 1年間の順守状況を「環境法令等順守シー ト」に記載し、環境経

営者 (部局長)の承認を受けたうえで、譲年度の6月 にエコモ事務局 (環境政策課)

へ報告します。

【報告手順】 (環 境法令等順守シー ト〉

く実施課〉

・環境法令等順守状況の評価

・部局長の承認

関連文書

ガイドプック > 1 様式集 4 環境法令等順守シート

② 環境関連事故及び緊急事態への準備及び対応

環境活動責任者 (課長等)は、「緊急時等汚染防止管理手順書Jに基づき、毎年 12

月に訓練を実施 します。

環境活動責任者 (課長等)は訓練後、「緊急事態訓練記録Jに必要事項を記入 し、環

境経営者 (部局長)の承認を受けたうえ、エコモ事務局 (環境政策課)へ報告します。

環境活動責任者 (課長等)は、緊急事態・事故等が発生した場合は、緊急事態への

対応を終了した後に、その概要を「緊急事態対応記録」に記入 し、環境経営者 (部局

長)の承認を受けたうえで、エコモ事務局 (環境政策課)へ報告 します。

なお、手)頁書を改訂 した場合は、改訂 した手順書を、環境経営者 (部局長)の承認

を受けたうえで、エコモ事務局 (環境政策課)に写しを送付 します。

【報告手順】 (緊 急事態訓練記録 日緊急事態対応記録 〉

報告

一

翌年の 6月

・緊急事態への対応評価

・部局長の承認
エコモ事務局

幸限t号

エコモ事務局

く実施課〉

12月
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1.共通事項

1.4点検及び評価[Check]

関連文書

ガイドブック > 1 様式集 5
1 様式集 6

緊急事態訂|1練記録

緊急事態対応記録

1.4.2 環境経営会議で取組状況をチェックします

評物 牢′β7の環境活動状況を旅含的tこ点検・詔πι声ナ

課等の環境活動の成果は、副最高責任者 (副市長 )、 環境経営者 (部局長)で構成する

「環境経営会議」において、進捗状況を評価 します。課等の目標の達成状況・環境活動の

成果等の比較により、環境配慮行動の定着度を検証 し、組織の活動の方向等を総合的に点

検・評価 します。

1.4.3 取組状況・成果をノと、ヽ表します

オームパージ争rご女 グ評竿の取組状況 '成果 μム`斎ι声ナ

課等の活動成果や環境監査の結果は、ホームページ等により公表 します。これは、環境

活動の客観性・透明性を担保するものとして行います。

1.4.4 環境監査を実施します

環境活動の成果等の監査 ,環境法今等の頒守伏況2薙霧ν つの視点力1ら監査活動を

21、 孜ぎの必要な取組を爵tι、該ぎι声方

環境監査は、他組織の視点を取り入れることによつて、課等の環境活動の有効性・適切

性・妥当性を点検する活動です。

また、監査活動を通 じて、課等で取り組んでいる優良事例を組織間で共有し、自らの環

境活動へ反映することで、組織全体の環境活動の成果を向上させます。
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1.共通事項

1.5見 直し [Act]

1.5 見直 し

1.5.1 最高責任者 (市長)の指示を計画に反映させます

最高責任者 (市長)は、エコモー ドによる運営の有効性・適切性・妥当性を確実にす

るため、毎年定期的に見直しを実施 します。

見直しは各課等の環境活動の成果、環境監査の結果、変化 している周囲の状況を踏ま

えた うえで行い、翌年度の計画に反映します。

環境監査終了後、最高責任者 (市長)が見直しの指示をします。この中には、課等・

職員に向けられた指示も含まれているため、環境活動責任者 (課長等)は見直しの指示

を確認 。理解 し、翌年度の計画に反映させます。

1.5.2 取組を振り返り、改善 し、翌年度の計画に反映します

各年度の取組実績が確定する年度初めに、前年度の取組を総合的に評価 します。そし

て、「継続的改善」を図るため、この見直し (Act)を 、次の計画 (Plan)に 反映

します。

また、各エネルギー使用量や各課独自の目標等の点検・評価の結果も、単なる実績の

把握で終わらせることなく、成果が出ているか、出ていない場合は何が原因であつたか

迫究します。

次国の取組項目や 目標の設定には、見直しの結果を反映し、 P・ D・ C・ Aサイクル

を回します。

18



2.各組織の役割

2.1 環境経営組織

2.各組織の役割

エコモー ドを運営するうえでの役害1、 責任及び権限を明らかにするため、各組織の設置

に関して、必要な事項を定めます。

2.1 環境経営組織

取 り組み
４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月 月 月

‐２

月

１

月

２

月

３

月

①環境方針を定めます

②エコモ監査員を任命 します
―

③環境方針・システムを見直しま

す

2.1.1 最高責任者 (市長)

_西ヨぞ一影 旅含的力1つ体系的 |こ推進 ι声方

(1)環 境方針を定めます

最高責任者 (市長)は、「環境共生都市Jの実現を目指すため、平塚市の環境に関

する活動の基本姿勢を示す 「環境方針」を定めます。

この環境方針は、毎年 3月 に見直し、環境監査の結果及び社会・経済状況等の変化

によつて、必要と認められる場合は改定します。

(2)エ コモ監査員を任命します

最高責任者 (市長)は、一定の力量が認められる職員 (原則、主任級以上の職員)

を本市の環境活動を点検・評価する「エコモ監査員Jと して任命 します。

(3)環 境方針 'システムを見直します

最高責任者 (市長)は、システムの有効性、適切性及び妥当性を確実にするため、

毎年定期的に環境方針及びシステムを見直します。
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2,各組織の役害」

2.1 環境経営組織

2.1.2 副最高責任者 (副市長)

最高責/rを 点辞 を/庁/たι←=ヨぞ―ドの維持及効鱗詔骸影 推進ι声ナ

(1)マ ニュアル・ガイ ドブックを定めます

副最高責任者 (副市長)は、マニュアル及びガイ ドブックを、ガ呆―境経営会議の結

果や監査活動の結果等に合わせ、必要に応 じて改定します。

(2)研修等を実施します
副最高責任者 (副 市長)は、次の研修の内容、実施方法及び期日等を決定します。

① 管理職研修

② エコモ実行員研修

③ エコモ監査員研修

④ 新採用職員研修 (職員課の新採用職員研修の中で実施)

⑤ 新任エコモ実行員研修

⑥ 環境法令研修

(3)環境経営会議を開催 します

副最高責任者 (副市長)は、環境経営者 (部局長)等で構成する「環境経営会議」

を主催 し、エコモ事務局 (環境政策課)か ら報告された監視及び測定の結果を集約・

評価 した後、最高責任者 (市長)に報告します。

(4)システムの見直し資料を最高責任者 (市長)に提出します

副最高責任者 (副市長)は、監査終了後、システムの運用状況に関連する以下の資

料を取りまとめ、最高責任者 (市長)に提出します。

① エコモー ド取組実績

② 環境監査資料

③ 環境経営会議の審議概要

④ 変化した周囲の状況

⑤ 前回の見直しの結果に対するフォローアップ

⑥ 改善のための提案

⑦ その他最高責任者 (市長)が見直しのために必要な資料

取 り組み
4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月

①マニュアル・ガイ ドブックを定
めます

②研修等を実施します ← →

③環境経営会議を開催 します ← ― レ
― ―

①システムの見直 し資料を最高責

任者 (市長)に提出します

⑤最高責任者 (市長)の指示に基
づきシステムを見直します
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2.各組織の役割

2.1 環境経営組織

(5)最高責任者 (市長)の指示に基づきシステムを見直します

前項の資料に基づく最高責任者 (市長)の見直し指示により、変更が必要な場合は、

システムの見直し、マニュアルやガイ ドブックの改定等を実施 します。

(6)最高責任者 (市長)の役割を代理します。

最高責任者 (市長)が欠席や不在等のときは、役割を代理します。

2.1.3 環境経営者 (音B局長)

取 り組み
4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月

①課等の取組項 目や 目標 を、調整
します

◆

②半期 ごとに各課の取組結果につ

いて環境活動責任者 (課長等)か ら

報告を受けます

寺 昔

③半期 ごとにエコモ事務局 (環境政

策課)に 運用状況 (一般研惨記録 )

を報告 します

> →

④エコモ監査員の候補者を推薦 し
ます

← →

環境経営者 (部局長)は、課等が設定した取組項目や目標を調整 します。

半期ごとに課等の取組結果について、環境活動責任者 (課長等)か ら報告を受け、エコ

モ事務局 (環境政策課)に運用状況を報告 します。また、必要に応 じて、課等の取組につ

いて、環境活動責任者 (課長等)に指示を出します。
エコモ監査員の候補者を推薦 し、エコモ事務局 (環境政策課)に報告 します。
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2.各組織の役割

2.1 環境経営組織

2.1.4 エコモ事務局長 (環境部長)

最高責/rを i市長)及び副最高責 /rを 〔副市長)を捕佐ι。=ヨ モ事務局 t環境政策課)
の運営状況をな含的tこ旨理 ι声ナ

(1)環境経営者 (部局長)に対し、ニコモー ドヘの協力を要請 します。
エコモ事務局長 (環境部長)は、環境経営者 (部局長)や環境活動責任者 (課長等)

に対 し、環境活動への協力を要請 します。

(2)エ コモ事務局 (環境政策課)に対し、エコモー ドに関する庶務等の進捗状況を管理

し、必要に応 じてエコモ事務局 (環境政策課)に助言・指示をします。
エコモ事務局長 (環境部長)は、エコモ事務局が実施するエコモエ ドの庶務等の運

営状況を総合的に管理 し、助言 。指示等をすることにより、エコモー ドの推進を図

ります。

(3)副最高責任者 (副市長)の役割を代理します。

副最高責任者 (副 市長)が欠席や不在等のときは、役割を代理 します。

取 り組み
４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

①マニュアル・ガイ ドブックを作
成 します

→
②研修計画を作成 し、実施の事務
を担います

←

③ システムの見直 しの資料を作成
します。

→

①最高責任者 (市長)の指示に基づ

き、システムを改訂 します
← →

⑤環境活動の成果等を公表 します

⑥その他システムの円滑な運用の

ための事務を担います

2.1.5 エコモ事務局 (環境政策課)

=コ

(1)マ ニュアル・ガイ ドブックを作成 します

エコモー ドのマニュアルやガイ ドブックを作成 し、副最高責任者 (副市長)の承

認を得て、職員に周知 します。また、最高責任者 (市長)の指示を受け、改定案を

作成 します。

(2)研修計画を作成 し、実施の事務を担います

研修の内容、方法及び期 日の計画を作成 し、副最高責任者 (副市長)の承認を得

て実施 します。ただし、「新採用職員研修」の期 日については、職員課が実施する新

採用職員研修の枠内で決定します。
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2.各組織の役割

2.1 環境経営組織

(3)システムの見直しの資料を作成 します

監査終了後、システムの運用状況に関連する資料を作成 し、副最高責任者 (副市

長)の承認を得ます。

(4)最高責任者 (市長)の指示に基づき、システムを改定します

最高責任者 (市長)の見直 しの指示等により、システムの見直し、マニュアルや

ガイ ドブックの改定等を行います。

(5)環境活動の成果を公表します

課等の環境活動の成果・取組状況を環境経営会議での審議を経た後等、適宜ホー

ムページ等で公開します。

(6)その他システムの円滑な運用のための事務を担います

環境関連の適時適切な情報提供や一般研修用教材の整備など、システムの円滑な

運用を図るための事務を担います。
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2.各組織の役害」

2.2.1 環境活動責任者 (課長等)

2.2 環境活動組織

2.2 環境活動組織

環境配慮ほ動のだ着をだι.取組成果を維持 ,れ

“

声ナ

(1)課等の取組項目と目標を決めます

課等の業務と環境との関連を調査・分析 して、取組項目・目標を決定し、職員に周

知 します。

取組項目・目標については、課内の業務や事業だけでなく、イベン ト等における環

境活動も配慮 します。

(2)課等の取組結果を半期ごとに点検・評価 し、環境経営者 (部局長)に報告します

課等の取組結果を、都局の庶務担当課へ半期ごとに報告 します。未達成の目標に

ついては、課内の一般職員研修等で改善に向けた話 し合いをし、その後の取組に反

映します。

庶務担当課の環境活動責任者 (課長等)は、報告書をとりまとめ、環境経営者 (部

局長)の承認を得て、エコモ事務局 (環境政策課)に報告します。

(3)各 エネルギー使用量を毎月期日までにエコモ事務局 (環境政策課)に報告します。

各事務所や施設等で使用 している各エネルギー使用量を集計し、エコモシー トに

毎月期 日までに入力 します。月ごとに入力 しますので、往月最新の状況が確認でき

ます。 目標達成に向けての確認材料としてください。

(4)課 等の一般職員研修をします

課等の環境活動への理解を深め、エコモー ドの円滑な運用を図るため、課等の職

員 (非常勤職員・臨時職員・委託業者等も含む)を対象として、一般職員研修を年

2回以上行います。

研修については、朝礼や終礼、課内会議等を活用 しても、個別に時間を設けても

構いません。エコモシー トは毎月報告をしますので、月ごとに進捗状況を説明し、

対応について課内で議論をすれば、より効果的です。

取 り組み
4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月

①課等の取組項目と目標を決めま
す

→

②課等の取組結果を半期ごとに環

境経営者 (部 局長)に報告 します

(一般職員研修記録 )

・■ レ < >

⑥各エネルギー使用量を毎月期 日

までにエコモ事務局 (環境政策

課)に報告 します

(エ コモシー ト)

一

①課等の一般職員研修をします ← → ← →

⑤監査を受けます
―

⑥監査で指摘があった事項の是正

措置をします
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2.各組織の役割

2.2 環境活動組織

(5)監査を受けます

監査班が監査 日程等を通知 します。円滑な対応ができるよう、スケジュール調整

や当日の役割分担、書類の場所の確認などの準備をし、監査を受けます。

(6)監査で指摘があつた事項の是正措置をします

監査で是正事項があつた場合、その内容 。原因を確認 し、是工措置 (改善方法や

改善計画の決定等)を します。や りとりは原則として監査終了時に書面で行います。

2.2.2 エコモ実行員

(1)環 境活動責任者 (課長等)が課等の取組項目や目標を決定するため、所管事項

や前年度の取組実績など、必要な資料などを作成します

(2)環 境活動責任者 (課長等)が実施する一般職員研修を補佐 します

研修に必要な資料の作成など、実務的な作業を担当します。

(3)環 境活動責任者 (課長等)が、半期ごとに点検・評価をするための記録の作成をし

ます。また、日ごろから課内の環境活動の把握に努めます。

(4)課 等の取組結果等を報告 します

課等の取組結果を、環境活動責任者 (課長等)の指示により報告 します。

２

月

３

月
取 り組み

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

① 環境活動責任者 (課長等)ねミ課
の取組項 目及び 目標を決定するた

めの資料を作成 します
―

② 環境活動責任者 (課長等)力式実
施する一般職員研修を補佐します

← → ← →

③ 環境活動責任者 (課長等)が 、

半期ごとに点検・評価をするため
の記録の作成などをします

< >
`電

④ 課等の取組結果を庶務担当課ヘ

送付 します (一 般職員研修記録)

< レ く

一
→

⑤ 課等の取組結果をエコモ事務局

(環境政策課)へ送付 します

(エ コモシー ト)

―
⑥ 監査対応の実務を担います

⑦ 是正措置の資料を環境活動責任

者 (課 長等)の 指示に基づき作成
します
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2.各組織の役害」

2.2 環境活動組織

庶務担当課、又はエコモ事務局 (環境政策課)へそれぞれエコモ事務局が指定す

る期 日までに報告・提出します。

一般職員研修記録・・・半期に一度、庶務担当口果からエコモ事務局 (環境政策課)

へ報告
エコモシー ト・・・毎月一度、エコモ事務局 (環境政策課)へ報告・提出

(5)監 査対応の実務を担います
エコモ監査班から、監査の実施通知があつたときは、日程や場所、役割分担、書

類の場所の確認など、円滑に監査を受けるための事務作業を行います。

(6)是 正措置の資料を、環境活動責任者 (課長等)の指示に基づき作成 します

監査で是正事項 (観察事項 。改善事項)があつたときは、環境活動責任者 (課長等)

の指示に基づき、内容 。原因を確認 して、是正措置 (改善方法や改善計画)の資料を

作成 します。

※ エコモ実行員は環境活動責任者 (課長等)の補佐や、課内において環境活動の普及・

啓発 H管理を行う役割を担うため、原則主任以上の役職が好ましいですが、課等の状

況に応じ、取 り組み等を普及・啓発できる職員を選出してください。

※ 任期は原則として一年ですが、再任は妨げません。
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2.個周」事項

各組織の役害」

[環境監査組織]

2.3 環境監査組織

2.3.1 エコモ監査員

=ど
7毛監査員の修期

`ま

原貝に 牢′βκ ナ

最高責任者 (市長)か ら任命されたエコモ監査員の、任期は 2年間です (監査員は人事

異動があった場合でも、原則任期は継続されます)。 エコモ監査員は、監査の目的ごと (環

境活動の成果等の監査・環境法令等順守状況の監査)に監査班を編成 し、監査を実施 しま

す。

また、監査班には代表となるエコモ監査員 リーダーを置き、リーダーを中心に監査班は
エコモ事務局 (環境政策課)監査のために必要な資料を準備 し、監査時には進行役を務め、

監査終了後は監査結果をとりまとめます。

監査班については、原則 3～ 4人で編成 します。

2.3.2 エコモ監査員 (環境渚動の成果等の監査)

評等の環境活動の成果 鶏 薙 比 声ナ

エコモ監査員 (環境活動の成果等の監査)は、課等が実施する事業活動や、課等が設定し

た取組項目の目標や方法、取組結果の有効性など、主に環境活動の成果に関連する分野を

監査 します。

2.3.3 エコモ監査員 (環境法令等順守状況の監査)

環境法今争を通 靡 勁 守 ιてι晴
"1鶏

催 比 声方

エコモ監査員 (環境法令等順守状況の監査)は、課等が実施する事業活動や管理運営する

施設・設備等に適用される環境法令等を適正に順守 しているか、環境関連事故等の緊急事

態への対応手順が確立しているかなどを監査 します。
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3.環境監査

3。 1 監査の概要

3.環境監査

3.1 監査の概要

3.1.1 監査の目的

_西 ヨぞ一膨 朔 筋娩 燿 諺 冒的iこ監査を失
~力

ι声ナ

組織全体での取組水準の維持、環境配慮行動の定着を確実なものとするため、環境監査

(環境活動の成果等の監査・環境法令等順守状況の監査)を 実施 します。

く監査スケジュール概要〉

取り組み
4

月

5

月

６

月

７

月

８

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月

3-2-1 監査員候補者を推薦 します ← →

3-2-2 監査員研修 を受講 します ←

3-2-3 最高責任者 (市長)が任命 します < →

3-3-1 監査計画を策定 します ◆

3-3-2 監査す る課等へ通知 します ◆

3-3-3 監査の事前準備 を します 十

3-4  監査の実施
―

3-6-2 監査結果を報告 します
一

→

3.1.2 監査の対象

ナベての組繊のナベての事業活動をメVi家とι声ナ

監査はすべての組織、すべての事業活動を対象とします。

(指定管理者等により運営されている施設や

小中学校等の教育施設も対象となります。)

監査では、主に次の項目を確認 し、点検及び評価 します。

1)設定した目標が前年度の活動成果を踏まえているか

2)設定した目標に対しての取組状況 。目標の達成度

3)環境配慮行動のガイ ドラインに基づいた手順で事業活動が進められているか

4)前回の監査での是正事項を改善しているか

5)他課にも展開できるような優良な環境事例が見られるか
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3.環境監査

3.1 監査の概要

3.1.3 監査の期間

環境監査tま アアガ/_~美
~″ι声ナ

環境活動の成果等の監査、環境法令等順守状況の監査は、原則 11月 に実施 します。

ただし、環境に著しく影響を与える事項が発生したとき、又は、業務内容等における環

境に大きな影響を及ぼす変化が発生したときは、必要に応 じて臨時で監査を行います。

3.1.4 監査の実施者

各部局か ら遷径 ι。″疹を受 rナ、最高責/rを

`市

長)"淮冷ιた職員
"壁

査 ι声ナ

監査は原則 として 8人一組の監査班で実施 します。
エコモ監査員 リーダーやエコモ監査員は、環境経営者 (部局長)が所管する部局の職員

の中から推薦 し、最高責任者 (市長)が任命 します。
エコモ監査員は、研修を受け、監査に必要な知識を習得 します。

また、エコモ監査員 リーダーの中から、エコモ監査組織を代表 し、監査活動の総括を行

う、監査員 リーダー長を別に選出します。

3.1.5 監査の流れ

(1)エ コモ監査予)王 は、「環境監査実施概要Jを作成 し、監査 日程等を事前に監査を受ける

課等に通知するとともに、エコモ事務局 (環境政策課)か ら必要な情報を入手しま

す。

(2)監査当日は、各職場や出先施設に赴き、課等が定めた取組項 目や目標等の達成状況

等に関連する情報を収集 。分析 し、監査結果をまとめます。

(3)監査結果については、環境活動責任者 (課長等)・ 環境経営者 (部局長)・ エコモ事

務局 (環メ兄
‐
政策課)に通知するとともに、最高責任者 (市長 )、 副最高責任者 (副市

長)に報告 します。
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3,環境監査

3.2 監査員の選出

3.2 監査員の選出

3,2.司  監査員候補者を推薦します

環境経営者部島2刈詫濱 嬢補者を准薦ι声女

環境経営者 (都局長)は、エコモ監査員候補者を推薦 します。

この際の基本的なルエルは次のとおりです。

(1)一つの課等に著しく負担が偏らないようにします。

(2)職員が少ない部局は、複数の部局で一人の監査員を推薦 します (行政委員会等)。

(3)原則、監査員の役職は主任以上とします。ただし、部局の事情によつてはこの限り

ではありません。

(4)任期は原則 2年です (再任は妨げません)。 人事異動で所属組織が変更となった場

合でも、任期は継続 されます。ただし、監査員の昇格や異動により特定の課等に著

しく負担が偏ってしまう場合については、エコモ事務局 (環境政策口果)か ら各部局

等に調整をお願いする場合があります。

(5)エ コモ実行員との併任はできません。

3.2.2  監査員研修を受講します

効 %誓 rナ、鎗 ■こ必要な知識・技能 を習得 ι声ナ

各部局が推薦したエコモ監査員候補者は、エコモ事務局 (環境政策課)が実施する研修

を受け、必要な知識及び技能を習得します。

3.2.3 最高責任者 (市長)が任命します

監査員とιて窪冷 ι声ナ

最高責任者 (市長)がエコモ監査員及びエコモ監査員 リーダーを任命 します。

なお、エコモ監査員 リーダーについては原則 2年 目の監査員が任命されますが、 1年 目

の監査員でも任命される場合があります。また、監査員 リーダーは、エコモー ドの対象

範囲に基づき市長部局や教育委員会、消防本部等の組織に関係なく任命されます。
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3.環境監査

3.3 監査の準備

3.3 監査の準備

3.3.1 監査計画を策定します

監査ナ石漂争を持定ι、監査計画をズだι声方

エコモ監査員 リーダー及びエコモ監査員は、エコモ事務局 (環境政策課)を交え、すべ

ての課等の取組状況を比較・分析 し、監査するド只等を選定 します。選定後、監査 日程等を

協議 して、監査計画を作成 します。

3.3.2 監査する課等へ通知します

エコモ監査員 リーダーは、監査実施前に、監査する課等の環境経営者 (部局長)及び環境

活動責任者 (課長等)に 「環境監査実施概要Jを通知 します。この様式には、監査の日時、

実施内容、当日の進行のほか、監査対象施設等も記載 し、監査する課等が準備できるよう

西己慮をします。

関連文書

ガイドブック > 1 様式集  7 環境監査実施概要

3.3.3 監査の事前準備をします

テrックグズトの洋成こヽ法グ監査事項を確認ι声ナ

監査計画策定後、エコモ事務局 (環境政策課)から対象部局の活動実績等の資料が、エ

コモ監査班に送付されます。

その資料等により「環境監査チェックリス トJ(以下チェックリス ト)を作成 し、監査チ

ームごとに確認すべき事項を事前に打ち合わせます。

準備の主な点は次のとお りです。

①エコモシー トや環境法令等順守シー ト等の記録確認

ア 設定した目標が前年度の活動成果を踏まえているか

イ 設定した目標に対しての取組状況 。日標の達成度

ウ 環境配慮行動ガイ ドラインに基づいた手順で事業活動が進められているか
工 前回の監査での是正事項を改善しているが

オ 他課にも展開できるような優良事例が見られるか

②チェックリス トの中で、当日監査すべき事項の確認、質問項目の選定

③職場監査でのチェック項目や職員インタビューの質問の確認

④監査員の役割分担 (当 日の進行役、書記役、資料作成役 等)

関連文書

ガイ ドブック > 1 様式集 8 環境監査チェックリス ト
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3.環境監査

3.4 監査の実施

3.4 監査の実施

3.4.1 監査内容を確認します

密 励 作 監査事項を説明ι声ナ

監査当日は、監査する課等を訪問します。

始めに、監査範囲や監査事項の概要を監査する課等に説明してから (オープニング・ミ

ーティング)監査を進めていきます。

3.4.2 職場監査をします

質問及薩 鞘 修 テ=rッ クをι声方

チエンクリス トに基づいて、質問をしながら監査を進めていきます。また適宜参考とな

る資料の提示を求めます。特に活動の成果が出ていない場合などは、監査する口果等ととも

に手順書や研修の内容など、その原因を追究するとともに、必要に応 じて改善策の提案等

を行います。

職員インタどューをι声ナ

活動が浸透 し、成果があがつているかを確認するため、適宜、職員インタビューを実施

します。課の取組項目。目標を把握 しているか、日常業務に環境への配慮が見られるかな

ど、職員の環境配慮の定着度に関連する質問を中心にしまサ。

施設 '設備宇も猛査ι声ナ

施設 。設備等がある課等では、監査計画で定めた施設 。設備等についても監査 します。

課等で取 り決めた項目・ 目標の周知、取組状況の確認をします。合わせて、環境法令等が

適用されている、又は環境関連事故が想定されている施設・設備等については、適切に運

営されているかを監査 します。

3.4.3 監査の意見を調整します

監査結果を療だナるため、監査班C意見を調整ι声ナ

聞き取 りの内容や実際の活動状況から課等の取組を判断し、監査結果を決定するため、

監査班の中で個々の意見を調整 し、監査結果をまとめます。 (チーム・ミーティング)

野査を葺 rナた課等1こ監査結果の確認ん 磁 渡 ナ

監査結果及び総合評価を被監査課等に説明するとともに、内容の確認を求めます (ク ロ

ージング・ ミーティング)。 また、是正事項がある場合は内容を説明し、監査を受けた課等

から意見を聴取します。判定根拠に誤解がないことを確認 し、監査を終了します。
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3.環境監査

く監査結果の判定基準について 〉

監査結果は、優良・是正事項に区分 し、次の基準に基づき取組を評価 します。

環境監査判定基準表

3.4 監査の実施

良い

亜し、

区 分 半: 足 言平 イ面 基 準

優良事項

優秀事項

日他の課等への水平日垂直展開が可能である
日環境負荷の低減効果が高い
・市民や事業者への波及効果が大きい
口環境共生都市の実現に大きく寄与している

良好事項

H環境負荷の低減効果がある
日取り組みに継続的改善が図られている
・環境活動が成果に現れている
・環境負荷が大きい事業活動・設備等を確実に管理している

是正事項

観察事項

・将来のシステムの有効性向上に課題がある
。前年度の取り組みを踏襲し、見直しがされていない
。必要な周知は行われているが、浸透が図られていない
・文書の管理が適正にされていない

改善事項

・法令等に違反している
口運用の有効性に懸念がある
口環境負荷が大きい事業活動・設備等がシステムの対象外と
なつている

日取り組みが後退している
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3.環境監査

3.5 是正事項 。優良事項の処置

3.5 是正事項 月優良事項の処置

3.5.1 是正事項を通知します

野査 司 緋 姓 た是正事項 を通知 ι声方

エコモ監査員 リーダーは、監査 した課等に是正事項がある場合は、「環境監査是正処置回

答書Jを 、監査 した課等の環境活動責任者 (課長等)今送付するとともに、是正事項に対

しての改善方法、改善計画、改善結果等の回答を求めます。

3.5.2 是正処置回笞書を提出します

是正事項のンき方法 '麹暦 r♂遁瘤吻ノ々ノを回答 ι声ナ

監査を受けた課等の環境活動責任者 (課長等)は、是正事項に対 しての改善処置、改善

計画、改善結果等を記入 した回答書を、通知が発行された日から3週間以内に環境経営者

(部局長)の承認を受けたうえで、エコモ監査員 リーダーヘ提出します。

3.5,3 是正処置内容を確認します

だfιた勉蒼力逝
"l確

認ι声ナ

エコモ監査員 リーダーはエコモ事務局 (環境政策課)と 協議 し、監査を受けた課等が提

出した回答書の是正内容及び是正処置結果等が適切であるかどうか検討・確認 します。必

要な場合は、現地確認等を行います。

エコモ監査員 リーダーは、是正内容が適切な場合は、回答書に確認 日を記入 し、署名 し

ます。是正処置が長期間にわたる場合は、環境監査を一時中断し、次回監査時に再度確認

します。この場合、回答書の是正処置の確認欄にその旨を記述 します。

エコモ監査員 リーダーはエコモ事務局 (環境政策課)と 協議 し、次のような場合には追

加の是正処置を指示 します。その際、回答書に再度是正が必要な内容を追記 し、監査 した

課等に提出します。       
・

1)是 正処置が不十分な場合、又は遅れが生じた場合

2)是 正処置に際し関連課等の協力が必要な場合

関連文書

ガイ ドブック > 1 様式集 9 環境監査是正処置回笞書
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3.環境監査

3.5 是正事項・ l憂良事項の処置

3.5.4 1憂 良事項を選定します

帰 陵 環境事例を選定ι、組織への定着をログ声ナ

課等の環境活動において、優れた環境事例やそれを実行する仕組み等を、優良事項とし

て選定します。優良事項は、庁内情報誌やグループウェア等を通 じて紹介 し、組織への定

着を図ります。

35



3.環境監査

3.6 監査の完了

3.6 監査の完了

3.6.1 監査結果をとりまとめます

監査結果をとク声とわ、監査ιた評宇へ茅口とι声方

エコモ監査班は監査完了のまとめとして、エコモ事務局 (環境政策課)と 協議のうえ、「環

境監査結果報告書」を作成 します。記載事項は次のとおりです。

1)監 査実施 日

2)監 査を受けた課等名、監査に立ち会った職員等の氏名

3)エ コモ監査員の氏名

4)監 査の目的

5)監 査結果

関連文書

ガイドプック > 1 様式集 10 環境監査結果報告書

3.6.2 監査結果を報告します

監査結果密 膳とι、監査
`ま

終 アでナ

エコモ監査班は、「環境監査結果報告書」、「環境監査チェックリス ト」及び 「環境監査是

正処置回答書Jを、エコモ事務局 (環境政策課)に提出します。

エコモ監査員 リーダー長は、エコモ事務局 (環境政策課)と 協議のうえ、すべての監査

班の監査報告書を取りまとめ、全体の講評を記 した監査報告書を作成 します。

エコモ監査員 リーダー長は、作成 した監査報告書を、最高責任者 (市長 )、 副最高責任者

(副市長 )、 エコモ事務局 (環境政策課)に提出しますとその後、エコモ事務局 (環境政策

課)よ り「環境監査結果報告書」、「環境監査是正処置回答書」を被監査課等に提出し、監

査を終了します。
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