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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

令和元年11月15日 大竹　一永

環境監査員 若松町特別出張所副所長 佐々木　久美子

環境監査員
人材育成等担当課長兼
人材育成センター所長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 財政課長 遠山　竜多

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 財政課長　遠山　竜多

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　目標である「用紙類の使用量削減」は、予算資料・予算書作成にシステム帳票及び添
付資料などの用紙の大量出力が必要である中で、困難な状況にあるが、職員への注意
喚起や貼り紙等の活用により、可能な限り使用量の抑制に向け、課全体で取り組んでい
る。執務室内も整理整頓され、予算事務で使用するパイプ式ファイル等のリユースに努め
るなど、積極的にリサイクルを行っている点も評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 財政課

監査実施日 令和元年10月23日

人材育成等担当課長兼人材育成センター所長　大竹　一永 若松町特別出張所副所長　佐々木　久美子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 人事課

監査実施日 令和元年10月15日

医療保険年金課庶務係主査　西村　順一 四谷保健センター保険サービス係長　小川　智詠子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 人事課長　中山　浩

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

人事課では庁内における使い捨てプラスチック製品の使用削減取組方針に基づいて、
環境対策課と協働して、庁内及び関係業者等に指導を実施している。
①令和元年6月より地下食堂で使用するプラスチックストローを紙ストローに変更してい
る。
②職員が本庁舎地下売店で商品を購入する際は、レジ袋を辞退する。
③会議体における飲料提供については大型ペットボトルを購入し、リユースカップによる
提供を行う。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

人事課では用紙使用量の削減について、会計年度任用職員制度の庁内説明や組合交
渉時の資料など大幅な増要因がある中においてもほぼ例年通りの実績となっている。今
後の用紙使用量の削減に寄与するために以下の２点を提案する。
①毎月、月単位の用紙使用量をグラフ化し、前年比、累積使用量などを周知する。
②コピー機、プリンタ等に１枚当たりの印刷単価を書いたシールを貼付する。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月11日 環境マネジメント推進員 人事課長 中山　浩

特になし

令和元年11月11日 小川　智詠子

環境監査員 医療保険年金課庶務係主査 西村　順一

環境監査員 四谷保健センター保険サービス係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月6日 加治屋　圭史

環境監査員 地域福祉課福祉計画係主査 佐藤　崇史

環境監査員 若松町特別出張所長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月6日 環境マネジメント推進員 契約管財課長 山本　誠一

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 契約管財課長　山本　誠一

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・審議会等の会議において、紙パックや紙コップでの飲料提供を行い、使い捨てプラス
チック製品の使用削減に取り組んでいる。
・省エネ運転マニュアルを作成するとともに、冷蔵庫の使用（入れすぎなど）について職員
へ注意喚起を促すなど、省エネに取り組んでいる。
・環境マネジメント通信をメールだけでなく課内にも掲示し、職員への周知を図っている。
・古紙資源化のリサイクルボックス（３段）は、３段目に用紙類と冊子類が分別されずに多く
入れられる状況であっため、担当者が手作業で分別作業を行う必要があった。そこで、あ
えて３段目を塞ぎ、分別の仕方を徹底するよう促したところ、以前よりも徹底されるように
なった。職員の主体的な意識の啓発が図れた好事例である。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 契約管財課

監査実施日 令和元年11月6日

地域福祉課福祉計画係主査　佐藤　崇史 若松町特別出張所長　加治屋　圭史/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 地域包括ケア推進課

監査実施日 令和元年10月30日

消費生活就労支援課消費生活就労支援係主査　芝崎　康史 建築調整課建築調整主査　有馬　睦康/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 地域包括ケア推進課長　髙橋　昌弘

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・裏紙を一つの場所にストックし、係員同士で声かけして裏紙使用を励行するなど、日頃
から極力裏紙を使う取組がなされていた。
・マイボトルを持参するよう係内で励行するなど、使い捨てプラスチック削減の取組が見ら
れた。
・移動の際は可能な限り公共機関を使い、管理職職員も率先して自転車を使用するな
ど、ガソリン使用量の削減などを行う職場環境が醸成されていた。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・環境マネジメントについての資料を係内で一度供覧していたが、定期的に回覧するな
どして係員の定期的な意識啓発を行うよう提案した。
・環境マネジメントについての目標や行動計画を掲示物として貼りだすなどして目標の見
える化を行うことで、係員のより効率的な意識啓発を行うよう提案した。

区分 内容

29年度の紙の使用量が、28年度と比較し
て約1.4倍に増加していた。29年度は、高
齢者保健福祉計画を策定するための審議
会やパブリックコメントなどを実施したこと
から紙の使用量が増加したことは致し方な
いと考えるが、今後、紙の使用料削減に
向けた一層の取組が必要であると考える。

課・施設における改善・対応

①紙の使用量が増えている事を職員間で情報共
有。節減意識を徹底させる。②コピー用紙使用管
理簿を作り、コピー用紙保管場所に置き管理する
ことで不必要にコピー用紙を保管場所から取り出
すことを防止する。③係員が見えるところに裏紙使
用を励行する掲示を行うことで裏紙活用を徹底す
る。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月5日 環境マネジメント推進員 地域包括ケア推進課長 髙橋　昌弘

特になし

令和元年11月5日 芝崎　康史

環境監査員 建築調整課建築調整主査 有馬　睦康

環境監査員 消費生活就労支援課消費生活就労支援係主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 介護保険課

監査実施日 令和元年10月29日

ごみ減量リサイクル課事業系ごみ減量係長　秋田　和之 施設課長　鈴木　勝己/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 介護保険課長　関本　ますみ

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・今年度の目標の策定にあたっては、前年度の取組の推進状況等を踏まえ、実態に合っ
た目標が立てられている。特に使い捨てプラスチック製品の使用削減を目的としてマイボ
トル持参の推進を目標に設定し、上半期においても会議での紙パック飲料を提供するな
ど着実に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 介護保険課長 関本ますみ

特になし

令和元年11月7日 鈴木　勝己

環境監査員 秋田　和之

環境監査員

ごみ減量リサイクル課事業系ごみ減量係長

施設課長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 保育課

監査実施日 令和元年10月18日

中央図書館こども図書館長　鈴木　巌 防災都市づくり課防災都市づくり主査　石井　朗/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 保育課長　加藤　知尚

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

コピー用紙使用量が、30年度上半期と比べ約５％削減されており評価できる。
コピー機に印刷単価等を掲示し、職員の用紙削減意識向上を図っていた。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月18日 環境マネジメント推進員 保育課長 加藤　知尚

特になし

令和元年10月23日 鈴木　巌

環境監査員 　防災都市づくり課防災都市づくり主査 石井　朗

環境監査員 中央図書館こども図書館長　
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年１１月１日 曽根　淳子

環境監査員 景観・まちづくり課主査 櫻井　理樹

環境監査員 角筈特別出張所副所長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月30日 環境マネジメント推進員 ごみ減量リサイクル課長 小野川　哲史

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 ごみ減量リサイクル課長　小野川　哲史

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

各家庭で余った食品を持ち寄り、それを必要とする人々や施設等に寄付する活動である
「フードドライブ」を、月1回実施し、食品ロスの削減に貢献しており評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

リユースカップの使用を課内及び関連団体へ積極的に周知してほしい。
マイバックの利用促進を関連団体及び区民へ積極的にアピールしてほしい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 ごみ減量リサイクル課

監査実施日 令和元年10月7日

景観・まちづくり課主査　櫻井　理樹 角筈特別出張所副所長　曽根　淳子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月8日 鈴木　浩司

環境監査員
子ども家庭部副参事（児童

相談・支援担当） 高野　香

環境監査員 文化観光課管理係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月8日 環境マネジメント推進員 景観・まちづくり課長 中山 祐一

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 景観・まちづくり課長　中山　祐一

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・省エネ運転マニュアルを作成し、課内に周知することで、課全体で省エネに努める体制づくりを
進めている。
・コピー用紙を部で一括して購入し、用紙使用量を管理することで、部内での紙削減に取り組んで
いる。
・プラスチック削減のために、リユースカップを活用している。
・定期的に課内にメールで、用紙使用量ほか、環境マネジメントへの取組について周知・啓発を実
施している。
・景観まちづくり計画を基本とした緑化推進の取組を積極的に事業者へ周知し、緑化推進につな
げている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　とても積極的かつ丁寧に環境マネジメントに取り組まれています。全庁における監査結果を課内
で共有し、一層の取組推進をしていただくことで、全庁のお手本となっていただきたいです。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 景観・まちづくり課

監査実施日 令和元年10月28日

文化観光課管理係係長　鈴木　浩司
子ども家庭部副参事（児童相談所移管準備担当）兼務

子ども総合センター副参事（児童相談・支援担当）　髙野　香/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月1日 中山順子

環境監査員 　牛込保健センター業務係主査 五十嵐由美子

環境監査員 新宿清掃事務所長　

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 建築調整課長 川島　純一

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 建築調整課長　川島　純一

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

課の全体会において、環境マネジメントの意識向上・啓発をペーパーレスで実施してい
る。また、コピー機にミス防止の注意喚起を掲示し、エアコンの近くに温度計を設置する
等、具体的な取組により実効性を高めている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 建築調整課

監査実施日 令和元年10月30日

牛込保健センター業務係主査　五十嵐　由美子 新宿清掃事務所長　中山　順子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月12日 柴　香里　

環境監査員 建築指導課主査 福原　那津子

環境監査員 教育支援課地域連携・家庭教育推進係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月12日 環境マネジメント推進員 議会事務局長 新川　金七

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 議会事務局次長　新川　金七

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

議会中の飲料提供について、従来より茶器利用としており、ペットボトルのみならず紙コッ
プの使用もないため、ごみ排出量の削減にもつながる点が評価できる。また、昼休み中
の消灯と温度管理の徹底のため、課独自の表を作成し、昼窓当番がチェックしていること
が評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 議会事務局

監査実施日 令和元年11月７日

建築指導課主査　福原　那津子 教育支援課地域連携・家庭教育推進係長　柴　香里/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

契約管財課検査主査 齋藤　則昭

交通対策課監察指導係長 加瀬　英樹

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 教育調整課

監査実施日 令和元年１0月15日

交通対策課監察指導係長　加瀬　英樹 契約管財課検査主査　齋藤　則昭/

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　最後にまとめて集計するのではなく、毎月の集計をその都度行い環境目標の
達成具合を把握し、軌道修正し年間の環境目標を達成するように導く。
　他の課が自動車等を多く利用しているが、教育調整課の環境目標が伝わって
いないため、他の課への周知や検証を行うように。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境マネジメント推進員

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　庶務担当部署として、他の課・学校等の状況を把握し取りまとめや指導を積極的
に行っている。
　コピー機の前に、紙の節約等の表示や環境目標等の表示を分かりやすく表示し
職員全体が、取り組む環境にしている。

教育調整課長　齊藤　正之

教育調整課長　 齊藤　正之

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

令和元年11月15日

環境監査員

環境監査員

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 選挙管理委員会事務局

監査実施日 令和元年10月21日

環境対策課長　向　隆志 危機管理課地域防災係長　小林　徹/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 選挙管理委員会事務局長　木城　正雄

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　公費での提供ではないが、選挙管理委員会の委員に使い捨てプラスチックの使用削
減に取組む趣旨を説明し、理解を得た上で選挙管理委員会におけるペットボトルの提供
をやめ、紙パックやボトル缶で提供していることは評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月8日 環境マネジメント推進員 選挙管理委員会事務局長 木城　正雄

特になし

令和元年11月8日 向　隆志

環境監査員 危機管理課地域防災係長 小林　徹

環境監査員 環境対策課長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月13日 小野寺　誠

環境監査員 保護担当課生活福祉第三係長　 中島　盛夫

環境監査員 建築指導課建築指導主査

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月12日 環境マネジメント推進員 衛生課長 稲川　訓子

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 衛生課長　稲川　訓子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

特になし

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・平成３０年度の目標2に示す特別管理産業廃棄物の管理について、劇物と法定されて
いる毒物の各管理台帳の記載がわかりづらい表記になっており、引継ぎの際や外部など
に説明する際、わかりやすい表記にし、また根拠法令も毒物・劇物それぞれの管理台帳
に各管理台帳と併せて同じ場所に綴じるようにしたら良いのではないか。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 衛生課

監査実施日 令和元年11月7日

建築指導課建築指導主査　小野寺　誠 保護担当課生活福祉第三係長　中島　盛夫/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 健康づくり課

監査実施日 令和元年10月15日

西落合子ども園主査　田村　純子 地域包括ケア推進課長　高橋　昌弘/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 健康づくり課長　加藤　絢子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　会議における飲料提供は、夜の会議が多いためリユースカップではなく、紙パックや、
持ち帰りも考慮したキャップ式缶飲料の提供を実施している。
　基本的に環境配慮品の購入する等、日ごろから職員全体で環境配慮を意識している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月19日 環境マネジメント推進員 健康づくり課長 加藤　絢子

該当なし

令和元年11月22日 高橋　昌弘

環境監査員 西落合子ども園主査 田村　純子

環境監査員 地域包括ケア推進課長　
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月7日 双川　歳行

環境監査員 環境対策課環境計画係長 田中　栄成

環境監査員 医療保険年金課納付相談係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月5日 環境マネジメント推進員 四谷特別出張所長 中野　智規

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 四谷特別出張所長　中野　智規

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・建物所管部署として、建物に入居する区有施設及び民間施設に対し、省エネ行動を積
極的に促している。

・設備管理者と定期的に打ち合わせを設け、設備運用の点からも、建物全体の省エネル
ギーに努めている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 四谷特別出張所

監査実施日 令和元年10月30日

医療保険年金課納付相談係長　双川　歳行 環境対策課環境計画係長　田中　栄成/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 四谷地域センター

監査実施日 令和元年10月30日

医療保険年金課納付相談係長　双川　歳行 環境対策課環境計画係長　田中　栄成/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 四谷地域センター事務局長　榎本　実

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・地域センターの利用者に対し、適切な空調利用について協力と理解を得ることができて
いる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月5日 環境マネジメント推進員 四谷地域センター事務局長 榎本 実

特になし

令和元年11月7日 双川　歳行

環境監査員 環境対策課環境計画係長 田中　栄成

環境監査員 医療保険年金課納付相談係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 四谷区民ホール

監査実施日 令和元年10月30日

医療保険年金課納付相談係長　双川　歳行 環境対策課環境計画係長　田中　栄成/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 四谷区民ホール責任者　阪西　良介

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・職員について、具体的な目標を立てて省エネ行動に取り組むことができている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・活動報告書の「達成状況」について、達成できている事実だけでなく、「何がどれくらい
できているか」を丁寧に評価することで一層の成果につなげていただきたい。

・ホール利用者との打ち合わせの際に、省エネ活動への協力依頼をしてはいかがか。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月2日 環境マネジメント推進員 四谷区民ホール責任者　 阪西　良介

特になし

令和元年11月7日 双川　歳行

環境監査員 環境対策課環境計画係長 田中　栄成

環境監査員 医療保険年金課納付相談係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月7日 双川　歳行

環境監査員 環境対策課環境計画係長 田中　栄成

環境監査員 医療保険年金課納付相談係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 四谷図書館長 野澤　義隆

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 四谷図書館長　野澤　義隆

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・館内において省エネ行動につながる企画展示（みどりのカーテンに関する図書、環境
啓発DVDの展示等）を行い、区民への啓発に努めている。

・館内入口付近にデジタルサイネージを設置し、利用上の注意喚起や、館内イベントの
周知などに有効活用しており、印刷掲示物の削減につなげることができている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 四谷図書館

監査実施日 令和元年10月30日

医療保険年金課納付相談係長　双川　歳行 環境対策課環境計画係長　田中　栄成/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 若松町特別出張所

監査実施日 令和元年10月16日

環境対策課公害対策係　浅川 昌之 地域福祉課福祉計画係　松尾 敏弘/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 若松町特別出張所長　加冶屋 圭史

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・６月以降は、区が主催する会議でのペットボトルによる飲料提供をやめ、茶器で提供す
ることにし、使い捨てプラスチック製品の使用削減に取り組んでいる。また、職場内でマイ
ボトルの使用を呼び掛けている。
・ツタによる壁面緑化に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・エネルギー使用量の削減のために、「省エネ運転マニュアル」を活用することを提案し
た。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月16日 環境マネジメント推進員 若松町特別出張所長 加治屋 圭史

特になし

令和元年10月24日 浅川昌之

環境監査員 地域福祉課福祉計画係主査 松尾敏弘

環境監査員 環境対策課公害対策係長

19



新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 若松地域センター

監査実施日 令和元年10月16日

環境対策課公害対策係　浅川 昌之 地域福祉課福祉計画係　松尾 敏弘/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 若松地域センター事務局長　佐々木ひろ子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・原則として、センターが主催する会議でのペットボトルによる飲料提供をやめ、茶器で提
供することにし、使い捨てプラスチック製品の使用削減に取り組んでいる。
・トイレの洗浄水に雨水を利用し、水道使用量の削減に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・昨年度の環境マネジメント活動報告書に、「紙の使用量を削減する方策を考える」との
記載がある。今年度の取組を今年度の活動報告書に記載するよう提案した。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月24日 環境マネジメント推進員 若松地域センター事務局長 佐々木ひろ子

特になし

令和元年10月24日 浅川昌之

環境監査員 地域福祉課福祉計画係主査 松尾敏弘

環境監査員 環境対策課公害対策係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 落合第一特別出張所

監査実施日 令和元年11月6日

区政情報課広報主査　榎本　武志 西新宿子ども園主査　菅原　小百合/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 落合第一特別出張所長　福岡　淳也

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・用紙について、３０年度は大幅な削減をした。今年度も在庫や裏紙をいかす、利用量の
精査、両面印刷等で、利用量の削減に努めている。
・分かりやすい場所への掲示に合わせて、テプラで適正な利用を促す一言を添えてい
る。来庁者への注意喚起に効果的な取組をしている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月8日 環境マネジメント推進員 落合第一特別出張所所長 福岡　淳也

特になし

令和元年11月15日 榎本　武志

環境監査員 西新宿子ども園主査 菅原　小百合

環境監査員 区政情報課広報主査　
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月15日 榎本　武志

環境監査員 西新宿子ども園主査 菅原　小百合

環境監査員 区政情報課広報主査　

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月8日 環境マネジメント推進員 落合第一地域センター事務局長 岸川　裕

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 落合第一地域センター事務局長　岸川　裕

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・用紙について、３０年度は大幅な削減をした。引き続きストッカーで紙の分別を徹底し、
裏紙等への活用をしやすい環境作りをすることで、利用量の削減に努めている。
・ごみの削減について、調理で出たごみ等も含めてすべて持ち帰るように、来庁者へも徹
底している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 落合第一地域センター

監査実施日 令和元年11月6日

区政情報課広報主査　榎本　武志 西新宿子ども園主査　菅原　小百合/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月14日 榎本　武志

環境監査員 西新宿子ども園主査 菅原　小百合

環境監査員 区政情報課広報主査　

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月8日 環境マネジメント推進員 落合保健センター所長 吉井　篤也

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 落合保健センター所長　吉井　篤也

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・環境マネジメントについての課内研修や定例の会議内で取り上げることで、理解を深め
実践に繋げる取組をしている。
・健康マルシェでは、９月の実施なのでお茶を出していたが、合成樹脂の容器から紙容
器に変更した。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 落合保健センター

監査実施日 令和元年11月6日

区政情報課広報主査　榎本　武志 西新宿子ども園主査　菅原　小百合/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月14日 濱野　智子

環境監査員 衛生課医薬衛生係主査 宮沢　裕昭

環境監査員 議会事務局議事係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月28日 環境マネジメント推進員 館長 河野　利美

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　河野　利美

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・武道場やロビーなどの共用部の照明のLED化を進めている。指定管理の範囲内での
改善を進めている。
・利用者にはごみの持ち帰りを促し、施設でのごみ処理量の削減を図っている。
・電子媒体での管理を行うことで、紙の排出量を抑制している。
・更衣室のシャワーに使った水は、植栽やトイレ洗浄に再利用している。そのため、シャ
ワーでの石鹸類の使用は控えてもらうよう注意書きをしている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・昨年度、区が実施した改修により、新規に冷暖房設備を導入・設置したため、今年度の
使用状況を確認しながら、来年度以降の環境マネジメント活動に反映させてほしい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 新宿スポーツセンター

監査実施日 令和元年10月25日

衛生課医薬衛生係主査　宮沢　裕昭 議会事務局議事係長　濵野　智子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 新宿コズミックスポーツセンター

監査実施日 令和元年11月1日

新宿清掃事務所副参事(清掃事業担当)　堀里　威宏 保育課運営係長　鹿田　榮二/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 公益財団法人新宿未来創造財団施設課係長　毛利　聡

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　利用者用の冷水機について、ペットボトルに直接給水できる給水口があるものを導入し
ており、使い捨てプラスチックの削減につながる取組として認められる。
　また、階段近くの壁面に、階段移動による消費カロリーを移動階数毎に表示したポス
ターを掲示することで、階段利用を促し、エレベーター使用に伴う電力消費の削減に寄
与している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員

特になし

公益財団法人新宿未来創造財団施設課係長 毛利　聡

令和元年11月15日

環境監査員

環境監査員 新宿清掃事務所副参事(清掃事業担当) 堀里　威宏

保育課運営係長          鹿田　榮二
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月15日

環境監査員

環境監査員 新宿清掃事務所副参事(清掃事業担当) 堀里　威宏

保育課運営係長　  鹿田　榮二

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 教育支援課長 　内野　桂子

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 教育支援課長　内野　桂子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　会議等の給茶について、小型ペットボトルでの個々に対する提供の見直しを検討して
おり、今後は、紙パック飲料やリユースカップ等を活用するなど、使い捨てプラスチック削
減のための取組を推進することとしている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　学校イントラネットの主管課であることから、ポータル画面等を活用して、OA機器等の
適正利用をはじめとした、学校職員に対する省エネルギー意識向上への取組を検討し
てほしい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 教育支援課

監査実施日 令和元年11月1日

新宿清掃事務所副参事(清掃事業担当)　堀里　威宏 保育課運営係長　鹿田　榮二/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年10月18日 加瀬　英樹

環境監査員 契約管財課検査主査 齋藤則昭

環境監査員 交通対策課監察指導係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月17日 環境マネジメント推進員 文化学習課庶務係長 福田　義和

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 文化学習課庶務係長　　福田　義和

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・トイレの入り口などに「利用後は電気を消しましょう。」と記したシールを貼るなどの工夫
が見られた。
・館内にごみ箱を置かないことや利用者向けに「ごみの持ち帰りにご協力ください。」と記
した貼り紙を貼ることによりごみの減量を心掛けていた。
・自販機の業者にペットボトル以外の飲料を増やすよう依頼し、使い捨てプラスチックを
減らす取組を行っていた。
・庭の緑化に力を入れていた。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・環境マネジメント通信を廊下や貸し出しルームなど利用者の目につくところに掲示し
て、職員だけでなく利用者にも環境マネジメントへの協力をもとめながら館全体で地球環
境保護の機運を高めてはどうでしょうか。
・ごみの処分の取りまとめを文化センターに任せていますが、月々の処分量について情
報共有を行い、適宜の軌道修正に役立ててはいかがでしょうか。
・フロン使用機器の簡易点検を委託していますが、点検時は業者と一緒に状況確認を
行ってはいかがでしょうか。

区分 内容

・フロン使用機器の数量について、活動報
告書とチェック表で整合が取れていませ
んでした。このことで、一部のエアコン室外
機が監査対象か否か判断できなかったた
め、今後はしっかりと把握するようにして下
さい。

課・施設における改善・対応

・ＡＩＫ-ＡＰ633Ｈについて、メーカーに確認し
たところ家庭用であることを確認しました。そ
のため、活動報告書、チェック表から該当機
器を削除させていただきました。

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 赤城生涯学習館

監査実施日 令和元年10月16日

交通対策課監察指導係長　加瀬　英樹 契約管財課検査主査　齋藤　則昭/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 住吉町生涯学習館

監査実施日 令和元年10月11日

教育調整課管理係主査　平　明生 総務課文書法制係長　小田島　龍治/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 文化学習課庶務係長　福田　義和

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・原則、ごみは利用者が持ち帰ることとしており、ごみの排出量削減と利用者の意識付け
が行われている。
・環境目標の達成度を定期的に職員に周知しており、職員の意識付けが図られている。
・水道や照明のスイッチ等に節水や節電の呼びかけが貼付されており、館内の環境意識
が高く保たれている。
・自動販売機の中身について、ペットボトルから紙パックに切り替えができないか業者と
相談中であり、重点項目の改善に向けた積極的な姿勢が伺える。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　施設の団体貸し出し時に、利用者の代表者から団体内に節水や節電を呼びかけても
らうなど、利用者への効果的・効率的な周知・啓発を推進してほしい。

区分 内容

　環境法令重点事項遵守チェック表が、
データでは管理されていたが、印刷し、い
つでも見られる状態になっていなかった。

課・施設における改善・対応

　今後は環境法令重点事項遵守チェック表
を紙でも管理し、必要な時にすぐ見られるよう
にする。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月11日 環境マネジメント推進員 文化学習課庶務係長 福田　義和

特になし

令和元年10月11日 小田島　龍治

環境監査員 教育調整課管理係主査 平　明生

環境監査員 総務課文書法制係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月1日 川島　純一

環境監査員 議会事務局議事係主査 設楽　拓也

環境監査員 建築調整課長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 新宿多文化共生プラザ所長 鍋島　協太郎

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 しんじゅく多文化共生プラザ所長　鍋島　協太郎

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・会議資料を簡素化したり、パワーポイントを積極的に活用するほか、職員同士の情報共
有にメールを使用するなど、紙の使用量削減のため積極的に取り組んでいる。
・利用者がいない開館時間以外の時間帯は、職員が業務を行う事務スペースのみ照明
を使用するなど、施設の利用実態に合わせて節電に努めている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 しんじゅく多文化共生プラザ

監査実施日 令和元年10月24日

建築調整課長　川島　純一 議会事務局議事係主査　設楽　拓也/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年10月17日 小田島　龍治

環境監査員 教育調整課管理係主査 平　明生

環境監査員 総務課文書法制係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月17日 環境マネジメント推進員 文化・学習課長 八木原　良貴

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 文化・学習課長　八木原　良貴

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・全館に透明なごみ箱を設置し、テロ対策のほか、一般客にごみの持ち帰りを推奨して
いる。
・イベントの主催者に対して演者に出す弁当のごみを持ち帰るよう促し、ごみ減量の具体
的な働きかけを行っている。
・自動販売機の中身について、ペットボトルから缶に切り替えられるものがないか業者と
相談しており、重点項目の改善に向けた積極的な姿勢が伺える。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 新宿文化センター

監査実施日 令和元年10月17日

教育調整課管理係主査　平　明生 総務課文書法制係長　小田島　龍治/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月7日 三枝　浩

環境監査員 おちごなかい子ども園保育主査 佐田　悦子

環境監査員 施設課電気設備係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月6日 環境マネジメント推進員 学芸課長 守谷　賢一

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 学芸課長　守谷　賢一

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・記念館の芝生に地下水を用いて散水していることや、新宿打ち水大作戦に参加するな
ど環境への関心を高めており、とても効果的な取組と評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 中村彝アトリエ記念館

監査実施日 令和元年10月23日

施設課電気設備係長　三枝　浩 おちごなかい子ども園保育主査　佐田　悦子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 高田馬場創業支援センター

監査実施日 令和元年10月7日

住宅課区立住宅管理係係長　市川　智之 薬王寺児童館・地域ささえあい館長　松林　由美子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 施設長　田中　健一朗

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・エアコンの効率を上げるため（設定温度を夏季25度、冬季20度）扇風機やサーキュレー
ター、ハイブリッドファンを活用していた。
・エアコンの温度は25度以下にならないように設定したり、3時間でスイッチが切れるよう
にする等節電になるよう工夫をしていた。
・職員はマイコップを用意し、ペットボトル購入の削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・業務上必要となる白色度の高い用紙が「グリーン購入の推進」の妨げになるとのことだ
が、基準を満たした物品の中からより白色度の高い用紙を使用するのが望ましい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月8日 環境マネジメント推進員 施設長 田中　健一朗

特になし

令和元年10月21日 市川　智之

環境監査員 薬王寺児童館・地域ささえあい館長 松林　由美子

環境監査員 住宅課区立住宅管理係係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 新宿消費生活センター分館

監査実施日 令和元年10月7日

住宅課区立住宅管理係係長　市川　智之 薬王寺児童館・地域ささえあい館長　松林　由美子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 施設長　田中　健一朗

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・利用者にごみの持ち帰りを協力してもらい、ごみの削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月8日 環境マネジメント推進員 施設長 田中　健一朗

特になし

令和元年10月21日 市川　智之

環境監査員 薬王寺児童館・地域ささえあい館長 松林　由美子

環境監査員 住宅課区立住宅管理係係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月12日 髙橋　美香

環境監査員 道路課西部工事主査　 赤坂　貴幸

環境監査員 教育調整課企画調整係長　

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月12日 環境マネジメント推進員 管理職 井上　一久

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 管理職　井上　一久

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・センターが発行するコミュニティだよりや、今年度からはホームページ上のスタッフブロ
グでも環境保全の取組を紹介しており、利用者や家族の環境への意識啓発につなげて
いる。
・職員による館内のこまめな消灯等により節電・節水に積極的に取り組んでいる。
・職員会議でエネルギーの月毎使用量の資料を配付し、取組状況を共有・確認すること
で、職員の意識啓発につなげている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

節電・節水の取組や利用者・家族への啓発など、引き続き職員の創意工夫ある取組を積
極的に推進していただきたい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 百人町高齢者在宅サービスセンター

監査実施日 令和元年11月6日

教育調整課企画調整係長　髙橋　美香 道路課西部工事主査　赤坂　貴幸/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 あゆみの家

監査実施日 令和元年10月9日

落合第二特別出張所主査　五十嵐　景子 選挙管理委員会事務局選挙主査　高畑　範章/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 所長　佐藤　晃也

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

施設利用者が、空き缶やPETボトルのリサイクル活動（子ども支援センターに搬入）を
行っている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

リサイクル活動については、今後も継続していただきたい。

区分 内容

30年度マネジメント活動報告書では、業務
用フロン使用空調機が8台、冷蔵庫が1台
と報告されているところ、現状では空調機
が9台、冷蔵庫が3台（うち1台は電源を入
れておらず、物入れとして使用）であった。
しかし、いずれも3か月に1回の簡易点検
を行っており、遵守事項は守られていると
判断した。
報告しているフロン使用機器の数量につ
いて、施設所管課とともに確認のうえ、環
境対策課に報告されたい。

課・施設における改善・対応

報告している空調機、冷蔵庫の台数につい
ては、令和元年度上半期の環境マネジメント
活動報告書において訂正済。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月31日 環境マネジメント推進員 所長 佐藤晃也

特になし

令和元年11月1日 高畑　範章

環境監査員 落合第二特別出張所　主査 五十嵐　景子

環境監査員 選挙管理委員会事務局主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 高田馬場シニア活動館

監査実施日 令和元年10月7日

施設課施設保全係係長　荒井　拓雄 環境対策課環境計画係主査　岸田　瞳/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　木田　洋二

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・エネルギー使用量（電気・ガス・下水道・用紙・可燃ごみ）の年度別推移をグラフ化して
　職員会議で報告しエネルギーの削減に努めている。
・環境マネジメント職員提案用紙により職員から省エネへの取組提案を募集し、実践でき
　るものについては即時実施している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・貸出しを行っている多目的ルームについては、利用者数に応じて間仕切りを利用する
　等、エネルギーの削減により一層取り組んでほしい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月30日 環境マネジメント推進員 館長 木田　洋二

特になし

令和元年10月31日 荒井　拓雄

環境監査員 環境対策課環境計画課係主査 岸田　瞳

環境監査員 施設課施設保全係係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 西新宿シニア活動館

監査実施日 令和元年10月25日

建築指導課主査　森田　加奈子 監査事務局監査主査　竹内　学/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　井上　麻美

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・ゴーヤの栽培（グリーンカーテン）における水やりなどを通じ、利用者と地域の皆さんと
の交流を図っているため、地域に根差した施設運営が評価できる。
・館内にはごみ箱を設置せず、利用者にごみの持ち帰りを促すことで館内のごみの排出
量削減に努めている。
・職員全員がマイボトルを持参し、使い捨てプラスチック製品の使用削減に取り組んでい
る。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・月別の電気使用量を「見える化」するなどの取組を行うと、取組の効果が実感でき良い
のではないか。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月29日 環境マネジメント推進員 館長 井上麻美

特になし

令和元年10月29日 竹内　学

環境監査員 建築指導課主査 森田　加奈子

環境監査員 監査事務局監査主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月8日 鈴木　浩司

環境監査員 子ども家庭部副参事（児童相談・支援担当） 高野　香

環境監査員 文化観光課管理係係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月7日 環境マネジメント推進員 館長 石井　友恵

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　石井　友恵

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・「打ち水大作戦」では、風呂水を活用し、積極的に取り組んでいる。
・「エコ手芸」講座を、リサイクル活動センターに講師依頼し、廃材を活用し実施するとともに、要所
では、講話を織り交ぜながら、参加者（利用者）のエコ意識向上に努めている。
・ブランケットを用意し、利用者自身による温度調整を促している。
・イベントチラシの印刷枚数を、過去の実績等から精査することで、紙使用量の削減に努めてい
る。
・環境への取組のみならず、館の利用マナー改善等、利用者とのコミュニケーションを大切にしな
がら運営することで、利用者の意識向上と協力姿勢を引き出し、スタッフ・利用者が一体となって快
適で居心地の良い空間を創り出していることが、現地の様子から伝わってきた。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・１階のこども園とも密に情報共有、施設環境の改善に努めており、館の人を大切に思う運営姿勢
に大変感動しました。一概に指定管理者制度導入施設全般との比較はできませんが、”「区民視
点での運営」「区民満足度向上のための取組」＝お客様へのサービス”だけではないという、『区民
との協働による運営』を実践している点で他施設、区職員も学ぶ点は多いのでは、と感じました。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 新宿地域交流館

監査実施日 令和元年11月5日

文化観光課管理係係長　鈴木　浩司
子ども家庭部副参事（児童相談所移管準備担当）兼務

子ども総合センター副参事（児童相談・支援担当）　髙野　香/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 東五軒町保育園

監査実施日 令和元年10月23日

人材育成等担当課長兼人材育成センター所長　大竹　一永 若松町特別出張所副所長　佐々木　久美子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　田中　和枝

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　日頃からリサイクル・ごみ減量に力を入れており、昨年度から清掃事務所と連携した「ご
みの分別等に関する環境学習」を実施し、子どもたちがゲーム感覚で楽しみながらごみ
の分別を学ぶための機会を作るとともに、子どもを通して保護者への啓発にもつながって
いる。また、職員のマイボトル推進や給食の残菜のコンポスト化、園庭・テラス等の遮光
ネット設置などにより、ごみの排出抑制及びエネルギー抑制に努めている点も評価でき
る。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 園長 田中　和枝

特になし

令和元年11月15日 大竹　一永

環境監査員 若松町特別出張所副所長　 佐々木　久美子

環境監査員
人材育成等担当課長兼
人材育成センター所長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

令和元年11月15日 大竹　一永

環境監査員 若松町特別出張所副所長 佐々木　久美子

環境監査員
人材育成等担当課長兼
人材育成センター所長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 館長 押見　創

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　押見　創

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　日頃から施設内に草花のプランターを設置したり、初夏には子どもへの意識啓発を兼
ねた三館合同（保育園、児童館、地域交流館）の「みどりのカーテンプロジェクト」に積極
的に参加し、取組が表彰されるなど、身近な緑化を推進している。
  また、毎年、児童館と地域交流館の共同で行う夏の「打ち水大作戦」では、期限切れの
ペットボトルの水を活用したり、来館者用の靴袋をレジ袋でリユースするなど、日常の中で
資源のリサイクルに努めている点も、評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 東五軒町児童館

監査実施日 令和元年10月23日

人材育成等担当課長兼人材育成センター所長　大竹　一永 若松町特別出張所副所長　佐々木　久美子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 東五軒町地域交流館

監査実施日 令和元年10月23日

人材育成等担当課長兼人材育成センター所長　大竹　一永 若松町特別出張所副所長　佐々木　久美子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　押見　創

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　日頃から施設内に草花のプランターを設置したり、初夏には子どもへの意識啓発を兼
ねた三館合同（保育園、児童館、地域交流館）の「みどりのカーテンプロジェクト」に積極
的に参加し、取組が表彰されるなど、身近な緑化を推進している。
  また、毎年、児童館と地域交流館の共同で行う夏の「打ち水大作戦」では、期限切れの
ペットボトルの水を活用したり、来館者用の靴袋をレジ袋でリユースするなど、日常の中で
資源のリサイクルに努めている点も、評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 館長 押見　創

特になし

令和元年11月15日 大竹　一永

環境監査員 若松町特別出張所副所長 佐々木　久美子

環境監査員
人材育成等担当課長兼
人材育成センター所長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名　

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 西早稲田保育園

監査実施日 令和元年10月24日

衛生課医薬衛生係主査　宮沢　裕昭 議会事務局議事係長　濵野　智子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　鴨尾　恵美子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・夏季期間中のプールや水遊びの残り水を植栽や園庭への散水に再利用している。
・冷暖房使用中は、保護者にもドアを開けっぱなしにしないよう注意喚起の掲示を行って
いる。
・色紙の切れ端などは、まとめておき、保育活動に再利用したり、装飾・飾り付けなどにも
使用している。
・職員はマイボトルを持参、保護者会では湯呑を使用、園児の給食では個別包装してい
る製品ではなく大容量の容器から取り分けるなど、プラスチック製品の使用削減にとりくん
でいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月13日 環境マネジメント推進員 園長 鴨尾　恵美子

特になし

令和元年11月14日 濱野　智子

環境監査員 衛生課医薬衛生係主査 宮沢　裕昭

環境監査員 議会事務局議事係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 早稲田南町保育園分園

監査実施日 令和元年11月1日

消費生活就労支援課消費生活就労支援係主査　芝崎　康史 建築調整課建築調整主査　有馬　睦康/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　松本　恵美子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・ごみ排出量の削減として、今年度から職員提案により、各職員の飲料ペットボトルを禁
止し、マイボトルを持参する取り組みを行っている。これは現在区が試行している「区の
使い捨てプラスチック使用削減の向けた取組方針」を先取りしたものである。
・環境教育の推進として、各家庭から持ち寄ったプリンカップ等のリサイクル品を使って、
手作りおもちゃを作成する取り組みを行っている。また、不要になったチラシや包装紙を
使って折り紙等の保育制作に活用している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・当施設は、各家庭への配布物などの用紙使用量が多い状況となっている。事業上やむ
を得ないことではあるが、今後の用紙削減の取り組みとして、現在の用紙使用量を各職
員が分かるように、毎月の用紙使用状況をグラフにして掲示するなど、用紙使用量の見
える化の提案を行った。

区分 内容

　可燃ごみが、H28年の開園当初は園児
数が少ないことから抑えられていたが、
H29年のフル定員化に伴い年々増加して
いる。
　衛生上の理由からペーパータオルを使
用していることが、主な増加要因とのことで
ある。可燃ごみ抑制の取り組みについて
今後検討を進めること。

課・施設における改善・対応

　ペーパータオルの使用量については、職
員はもとより園児にも使用枚数等について指
導を行っている。
　可燃ごみ全体の発生量の抑制について、
今後検討する。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 園長 松本　恵美子

　空調機器については、簡易点検及び定
期点検が適正に実施されていた。しかし、
簡易点検が求められる調理室内の業務用
冷凍冷蔵庫（２台）で点検が実施されてい
ない。
　今後、施設所有者（子ども家庭部保育
課）と協議のうえ対応すること。

　業務用冷凍冷蔵庫の簡易点検の実施につ
いて、施設所有者と対応を協議し、改善を
図っていく。

令和元年11月15日 有馬　睦康

環境監査員 消費生活就労支援課消費生活就労支援係主査　 芝崎　康史

環境監査員 建築調整課建築調整主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月11日 小川　智詠子

環境監査員 医療保険年金課庶務係主査 西村　順一

環境監査員 四谷保健センター保険サービス係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月11日 環境マネジメント推進員 園長 榎本　泉

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　榎本　泉

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

大木戸子ども園では環境配慮の為、以下の取り組みを実施している。
①環境マネジメント活動報告書や環境マネジメント通信などを職員及び区民が見れるよう
に掲示している。
②清掃事務所が実施しているごみ環境学習を区民（園児）を対象に年に１度実施してい
る。
③夏季期間はゴーヤを用いた緑のカーテンや遮光ネット等（よしず、すだれ）で施設上部
を覆うことで熱を蓄積させないようにしている。
④プールで使用した水は打ち水に再利用している。
⑤廃プラスチック減少の為、ごみ箱に使い捨てせずに再利用する旨のシールを貼ってお
り、定期的に計量することで効果を測定している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 大木戸子ども園

監査実施日 令和元年10月18日

医療保険年金課庶務係主査　西村　順一 四谷保健センター保険サービス係長　小川　智詠子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年10月24日 浅子　亨

環境監査員 東新宿保健センター保健サービス係長　 藤巻　嘉須美

環境監査員 保護担当課生活福祉第四係長　

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月24日 環境マネジメント推進員 子ども家庭支援課長 生田　淳

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 子ども家庭支援課長　　生田　淳

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

ペットボトルを使用せずにマイボトルを持参するなど職員の意識向上により、昨年度に比
べ、可燃ごみ・不燃ごみ共に減少していること、また緑化など環境保全に取り組んでいる
ことが評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

職員の意識の向上により、昨年度に比べ、可燃ごみ・不燃ごみ共に減少していることを職
員へ積極的にフィードバックしながら、さらなる職員の意識向上に努めていただきたい。
新事業の準備により資料等の紙使用量の増加が予想されるので、無駄を抑制できるよう
な工夫を継続して欲しい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 子ども総合センター

監査実施日 令和元年10月18日

東新宿保健センター保健サービス係長　藤巻　嘉須美 保護担当課生活福祉第四係長　浅子　亨/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 北山伏児童館

監査実施日 令和元年10月28日

建築指導課主査　森田　加奈子 監査事務局監査主査　竹内　学/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　川原　哲史

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・夏休み期間を利用し子どもたちと環境マークを集めるなど、子どもたちへの楽しみなが
らのエコの学びが実践されていた。
・館内の電気器具スイッチに「CO２排出量シール」を貼付し、利用者の節電意識の向上
を図った。
・学童用のおやつの買い出しにマイバックを利用し、職員もマイボトルを持参するなどの
使い捨てプラスチック削減の取組が見られた。
・職員が「1人1エコ」を達成しその成果を共有するなど、職員の環境への意識向上に努め
ていた。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

　30年度の紙の使用量が、29年度と比較
して約2倍に増加している。裏紙の使用な
ど取組はなされているが、より一層の努力
が必要である。

課・施設における改善・対応

①紙の使用量が増えている事を職員間で情報共
有。節減意識を徹底させる。②児童館、学童、地
域交流館の各事業について、お便りなどの必要
最低限枚数を割り出し、月間使用量の目安を作
る。③ミスプリントを減らす。（大量印刷する前に少
量で確認）④裏紙活用の徹底。⑤使用枚数には
影響しないが、環境への配慮として、使用する目
的に合わせ、エコペーパーの使用を推進する。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月28日 環境マネジメント推進員 館長 川原　哲史

特になし

令和元年10月29日 森田　加奈子

環境監査員 　監査事務局監査主査 竹内　学

環境監査員 　建築指導課主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年10月29日 森田　加奈子

環境監査員 監査事務局監査主査 竹内　学

環境監査員 建築指導課主査

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月28日 環境マネジメント推進員 館長 川原　哲史

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　川原　哲史

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・夏場のお風呂の残り湯を打ち水大作戦に利用するなど、エネルギー使用の削減に努
めていた。
・館内の電気器具スイッチに「CO２排出量シール」を貼付し、利用者の節電意識の向上
を図っていた。
・職員がマイボトルを持参するなどの使い捨てプラスチック削減の取組が見られた。
・職員が「1人1エコ」を達成しその成果を共有するなど、職員の環境への意識向上に努
めていた。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

　30年度の紙の使用量が、29年度と比較
して約2倍に増加している。裏紙の使用な
ど取組はなされているが、より一層の努力
が必要である。

課・施設における改善・対応

①紙の使用量が増えている事を職員間で情報共
有。節減意識を徹底させる。②児童館、学童、地
域交流館の各事業について、お便りなどの必要
最低限枚数を割り出し、月間使用量の目安を作
る。③ミスプリントを減らす。（大量印刷する前に少
量で確認）④裏紙活用の徹底。⑤使用枚数には
影響しないが、環境への配慮として、使用する目
的に合わせ、エコペーパーの使用を推進する。

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 北山伏地域交流館

監査実施日 令和元年10月28日

建築指導課主査　森田　加奈子 監査事務局監査主査　竹内　学/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月26日 環境監査員 中央図書館こども図書館長　 鈴木　巌

環境監査員 　防災都市づくり課防災都市づくり主査 石井　朗

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

特になし

令和元年11月26日 環境マネジメント推進員 　館長 　安藤　満

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

特になし

環境マネジメント推進員 館長　安藤　満

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

１　　複合施設の建物全体で用紙・水道・電気使用量の削減に努力している。
　　裏紙使用を徹底し、夏季のプールの水は打ち水や緑のエコカーテンに活用したり、
　　電気のスイッチを細目に切るなど職員全員で取り組んでいる。
　　ごみ箱は撤去し、イベント等の際はごみ袋持ってきてもらい、持ち帰ってもらっている。
　　建物全体で連携しながら工夫して取り組んでいる点が評価できる。
２　業務用フロン使用ヒートポンプについては、業者が適切に管理している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容 課・施設における改善・対応

監　査　員 中央図書館こども図書館長　鈴木　巌 / 防災都市づくり課防災都市づくり主査　石井　朗

環境監査報告書

監査対象課・施設 高田馬場第二児童館

監査実施日 令和元年10月8日
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 高田馬場第二保育園

監査実施日 令和元年10月8日

中央図書館こども図書館長　鈴木　巌 防災都市づくり課防災都市づくり主査　石井　朗/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　井原　恵子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

１　　複合施設の建物全体で用紙・水道・電気使用量の削減に努力している。
　　裏紙使用を徹底し、夏季のプールの水は打ち水や緑のエコカーテンに活用したり、電気
のスイッチを細目に切るなど職員全員で取り組んでいる。
２　　保育園ではペットボトルは使用しないようにしており、建物全体で連携しながら工夫して
取り組んでいる点が評価できる。
３　　その結果、可燃ごみ・不燃ごみとも平成30年度実績は平成28年度実績の約3分の１程
度に減少している。各クラスに分別ごみ箱を設置し、園児にも指導している。
４　　業務用フロン使用冷蔵庫については、業者が適切に管理している。ＰＣＢの表示も適切
である。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月26日 環境マネジメント推進員 園長 井原　恵子

特になし

令和元年11月26日 鈴木　巌

環境監査員 　防災都市づくり課防災都市づくり主査 石井　朗

環境監査員 中央図書館こども図書館長　
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月26日 環境監査員 中央図書館こども図書館長　 鈴木　巌

環境監査員 　防災都市づくり課防災都市づくり主査 石井　朗

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

特になし

令和元年11月26日 環境マネジメント推進員 　館長 小林　比呂子

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

特になし

環境マネジメント推進員 館長　小林　比呂子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

１　　複合施設の建物全体で用紙・水道・電気使用量の削減に努力している。
　　裏紙使用を徹底し、風呂の残り湯は打ち水や緑のエコカーテンに活用したり、
　　電気のスイッチを細目に切るなど職員全員で取り組んでいる。
　　建物全体で連携しながら工夫して取り組んでいる点が評価できる。
２　みどりのカーテンや緑陰が節電に役立っている。リユース食器を使用するなど、ごみ
     の減量・分別に取り組んでいる。
３　その結果、新宿エコワングランプリを受賞している。
４　ウォータークーラーのフロンは業者が適切に管理している。ＰＣＢの表示も適切である。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　全館の取組成果を分かりやすく掲示し、利用者に周知される良いと思う。

区分 内容 課・施設における改善・対応

監　査　員 中央図書館こども図書館長　鈴木　巌 / 防災都市づくり課防災都市づくり主査　石井　朗

環境監査報告書

監査対象課・施設 高田馬場地域交流館

監査実施日 令和元年10月8日
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月19日 環境マネジメント推進員 園長 岡邉　恵

『活動報告書』には「フロン使用冷凍庫1
台」とあるが、「3か月に1回以上の簡易点
検」がなされていない（実施報告書がな
い）。保育課と連携し、適正に対処された
い。

保育課と連携し「フロン使用冷凍庫1台につ
いて」情報共有する。保育課から簡易点検簿
について確認した。11月18日にフロン使用冷
凍庫１台の簡易点検を実施し、簡易点検簿を
作成した。次年度に向けて引継ぎを行いた
い。

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　岡邉　恵

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

職員について、マイボトルの使用を推進している。
エアコンの使用について、風量や温度調節をこまめに行うことにより、電気使用量の削減
を図っている。
夏場には、幼児が使ったプール水や雨水を利用した打ち水、「緑のカーテン」（ゴーヤ）
などにより電気使用量の削減を図っている。
省エネルギーについての張り紙を職員室に貼り出すなど、職員の意識改革を進めてい
る。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

上記優良事項については、今後も継続していただきたい。

区分 内容

保育課において、エアコンのフロン簡易点
検を年4回実施しているが、そのことにつ
いて園との情報共有がなされるよう注意さ
れたい。

課・施設における改善・対応

エアコンの簡易点検、定期点検ともに委託に
より業者が行っている旨を把握し保育課と再
度情報共有を行った。

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 おちごなかい子ども園

監査実施日 令和元年10月24日

落合第二特別出張所主査　五十嵐　景子 選挙管理委員会事務局選挙主査　高畑　範章/

令和元年11月20日 選挙管理委員会事務局主査環境監査員

五十嵐　景子落合第二特別出張所　主査環境監査員

高畑　範章
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 中井児童館

監査実施日 令和元年10月24日

落合第二特別出張所主査　五十嵐　景子 選挙管理委員会事務局選挙主査　高畑　範章/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　中野　沙知

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

今夏は酷暑であったが、こまめなスイッチ操作や事務室でのエアコン使用の工夫により、
電気使用量の削減を図った。
裏紙使用を推進しているほか、職員間の連絡は電子メールで行うなど、紙使用量の削減
に努めている。
児童館を利用する児童たちに声をかけ、ごみの分別を指導するなどの啓発を行ってい
る。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

上記優良事項については、今後も継続していただきたい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月20日 環境マネジメント推進員 館長 中野　沙知

特になし

令和元年11月21日 高畑　範章

環境監査員 落合第二特別出張所主査 五十嵐　景子

環境監査員 選挙管理委員会事務局主査

52



新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 西落合児童館

監査実施日 令和元年10月31日

建築指導課主査　福原　那津子 教育支援課地域連携・家庭教育推進係長　柴　香里/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　山内　富士雄

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

従事者と利用者との協働により、ゴーヤ等を栽培し、緑化推進と節電につながる取組をし
ており、地域に根差した施設運営が評価できる。
施設内の会議では、紙パックでの飲料を提供している。また、従事者自らマイボトルの持
ち込みを徹底するとともに、利用者へも推奨し、従事者と利用者で使い捨てプラスチック
の削減に取り組んでおり、評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

地域住民と協働で運営している落合三世代交流サロンでは、乳幼児の衣類や玩具等の
リサイクルコーナーを常時設けており、他施設にも広がるよう周知・アピールできるとよい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月6日 環境マネジメント推進員 館長 山内　富士雄

特になし

令和元年11月7日 柴　香里　

環境監査員 建築指導課主査 福原　那津子

環境監査員 教育支援課地域連携・家庭教育推進係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 西落合子ども園

監査実施日 令和元年10月31日

建築指導課主査　福原　那津子 教育支援課地域連携・家庭教育推進係長　柴　香里/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　北原　俊江

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　日頃より牛乳パックなどの空き箱を活用した手作り玩具の工作をしており、環境保全の
意識の醸成にもつながっている。ペットボトルを削減するために今夏には麦茶を職員間
で協力して作る、マイボトルを持参するなど、積極的な取組を行っていることは評価でき
る。また、保護者に呼び掛けて「いいものみつけ会」を年1回開催し、小さくなった子ども
服等を集めてリサイクルを行っていることも区民と協働した取組として評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

 　「いいものみつけ会」については、同様のリサイクルを同じ施設内の三世代交流サロン
でも行っており、仕組みとして協力しあえると相乗効果が期待できると思われる。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月12日 環境マネジメント推進員 西落合子ども園長 北原　俊江

特になし

令和元年11月13日 福原　那津子

環境監査員 　教育支援課地域連携・家庭教育推進係長 柴　香里

環境監査員 建築指導課主査　
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年10月25日 荒井　拓雄

環境監査員 　環境対策課環境計画課係主査　 岸田　瞳

環境監査員 施設課施設保全係係長　

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月24日 環境マネジメント推進員 館長 西田　玲子

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　西田　玲子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・環境マネジメント通信や環境マネジメント活動報告書を事務室に掲示し、職員への環境
配慮行動の啓発を積極的に行っている。
・マイボトルの利用と併せて、備蓄期間が切れた水を廃棄せずに職員が飲料し活用して
　いる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 信濃町子ども家庭支援センター

監査実施日 令和元年１0月10日

施設課施設保全係係長　荒井　拓雄 環境対策課環境計画係主査　岸田　瞳/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月15日 荒井　拓雄

環境監査員 　環境対策課環境計画課係主査　 岸田　瞳

環境監査員 施設課施設保全係係長　

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 館長 豊田　昌彦

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　豊田　昌彦

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・紙の使用量についてはチラシ等の配布先を工夫することにより、前年比３０％削減して
いる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・複合施設であり、フロンの定期点検の結果を建物所管部署が確認していることから、施
設間でデータ等により確認を行ったほうがよい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 信濃町シニア活動館

監査実施日 令和元年10月10日

施設課施設保全係係長　荒井　拓雄 環境対策課環境計画係主査　岸田　瞳/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 しなのまち子ども園

監査実施日 令和元年10月10日

施設課施設保全係係長　荒井　拓雄 環境対策課環境計画係主査　岸田　瞳/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　原島　春美

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・ISO時のチェックリストを個人毎に活用し、職員の意識の向上と目標の周知が図られて
いる。
・環境マネジメント通信や環境マネジメント活動報告書を事務室や廊下に掲示し、職員
及び利用者への環境配慮行動の啓発を積極的に行っている。
・園児の工作等に廃材を使用することにより、新たな廃材がでないよう工夫を行ってい
る。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

複合施設であり、フロンの定期点検の結果を建物所管部署が確認していることから、施
設間でデータ等により確認を行ったほうがよい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 園長 原島　春美

特になし

令和元年11月15日 荒井　拓雄

環境監査員 　環境対策課環境計画課係主査　 岸田　瞳

環境監査員 施設課施設保全係係長　
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 榎町子ども家庭支援センター

監査実施日 令和元年10月30日

教育調整課企画調整係長　髙橋　美香 道路課西部工事主査　赤坂　貴幸/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　宮川　りか

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・児童が参加する行事に、環境への配慮の視点を積極的に取り入れている。食器類の持
参の呼びかけや、牛乳パックや空き容器を利用した制作活動に取り組むなど、児童や保
護者の環境への意識啓発につなげている。また、行事の装飾等の簡素化や、装飾類を
再利用できるようパウチするなどの工夫がなされている。
・職員の階段利用の推進やこまめな消灯、利用者への呼びかけ等により館内の節電・節
水に積極的に取り組んでいる。
・職員会議の場で環境保全に関する取組を共有・確認することで、職員の意識啓発につ
なげている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

引き続き、児童や保護者等と協力して、職員の創意工夫ある取組を積極的に推進してい
ただきたい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 館長 宮川　りか

特になし

令和元年11月15日 髙橋　美香

環境監査員 道路課西部工事主査　 赤坂　貴幸

環境監査員 教育調整課企画調整係長　
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月15日 清水　一弘

環境監査員 保育指導課支援係主査 横田　由紀子

環境監査員 新宿清掃事務所事業係長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月13日 環境マネジメント推進員 東新宿保健センター所長 吉井　篤也

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 東新宿保健センター所長　吉井　篤也

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・「省エネ運転マニュアル」の活用、不必要な照明の消灯等、省エネ活動に取り組んでいる。
・イベントのポップコーンの配布方法を検討し、無料引換券とチラシを別々に印刷していたところを
チラシへの刷込みに、プラカップとビニール袋を利用して配布していたところを紙袋で配付するよう
に変更し、紙の使用量の削減、プラスチックの使用削減に取り組んだ。
・紙の在庫を持たないようにし、足りなくなったら購入するように購入方法を変更し、紙の使用量の
削減を図った。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし。引き続き、省エネ、環境保全に配慮した取組が望まれる。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 東新宿保健センター

監査実施日 令和元年10月16日

新宿清掃事務所事業係長　清水　一弘 保育指導課支援係主査　横田　由紀子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 西部公園事務所

監査実施日 令和元年10月31日

建築指導課建築指導主査　小野寺　誠 保護担当課生活福祉第三係長　中島　盛夫/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 西部公園事務所長　柴田　辰美

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

特になし

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

業務用フロン使用空調機の申請が「3台」
であったが、現地は「5台」であった。台数
の誤記については、設置エリアの所管が
図書館側にあったため、集計間違いが生
じたもの。

課・施設における改善・対応

建物所管部署として、業務用フロン使用空調
機の管理を一手に引き受けることとする。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月7日 環境マネジメント推進員 みどり公園課西部公園事務所長 柴田　辰美

令和元年11月13日

環境監査員

環境監査員 小野寺　誠

保護担当課生活福祉第三係長　 中島　盛夫

建築指導課建築指導主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月13日

環境監査員

環境監査員 小野寺　誠

保護担当課生活福祉第三係長　 中島　盛夫

建築指導課建築指導主査

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月7日 環境マネジメント推進員 西部工事事務所長 稲葉　勝利

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 西部工事事務所長　稲葉　勝利

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

特になし

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

・業務用フロン冷凍ストッカー（死亡動物
保管用）1台について、定格出力を示すプ
レートが確認できなかい場所にあったた
め、内容が確認できなかった。（後日保管
資料にて確認済）

課・施設における改善・対応

業務用フロン冷凍ストカーのプレートが確認
できない場所にあったので、確認できる場所
に冷凍ストッカーを移動し、内容を確認できる
ように対応した。

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 西部工事事務所

監査実施日 令和元年10月31日

建築指導課建築指導主査　小野寺　誠 保護担当課生活福祉第三係長　中島　盛夫/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月13日 小野寺　誠

環境監査員 保護担当課生活福祉第三係長　 中島　盛夫

環境監査員 建築指導課建築指導主査

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月7日 環境マネジメント推進員 下落合図書館長 沼田　正治

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 下落合図書館長　沼田　正治

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

下落合図書館は、平成２９年度開館で平成３０年度の紙の使用量は前年度比１５％削減と前年の
開館年度に比して大きく削減されていた。今回の令和元年度は、通年運営年度の２年度目に該
当し、前年の平成３０年度との比較において、真価が問われる年度であるとの認識の基、両面印
刷を奨励するなど一丸となって、より一層の紙消費の削減に取り組まれていた。
図書館では書籍の紙が熱を溜め込むものであるが、個別に温度調整したり、ブラインドを有効に
活用するなどして光熱費の削減に努めていた。
マイボトルの持参を推奨するなど、ペットボトル等のポリエステルごみの削減にも心掛け、ごみの
分別処理も徹底していた。
また、ビオトープとして、近隣の神田川生息の魚が泳ぐ水槽の展示が涼し気であった。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

図書館では、パスファインダーやイベントチラシなど、図書館利用者の利便性の向上に資する印
刷物の作成も多いことから、利用者の利便性を考慮し情報発信の役割を踏まえたうえで、用紙サ
イズや構成、印刷方法などを工夫しているとのことであったが、そういった工夫で一層の効率化を
継続していただきたい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 下落合図書館

監査実施日 令和元年10月31日

建築指導課建築指導主査　小野寺　誠 保護担当課生活福祉第三係長　中島　盛夫/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11 月14日 榎本　武志

環境監査員 西新宿子ども園主査 菅原　小百合

環境監査員 区政情報課広報主査

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 新宿中央公園管理事務所長 恒任　昌章

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 新宿中央公園管理事務所長　恒任　昌章

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・公園管理事務所の照明を昨年度は倉庫、今年度は2階の会議室等をＬＥＤに交換して
いる。電力使用量の削減について計画的に取り組んでいる。
・エコライフ祭りではスタッフ有資格者による環境教育を行ったり、町会のイベントでは植
物の販売をしたりなど、区立環境学習情報センターや地域と連携した環境保全の取組
が、高く評価できる。
・来客時の飲料提供を、ペットボトルから紙容器に変更している。プラスチック容器の使用
量削減に積極的に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 新宿中央公園事務所

監査実施日 令和元年10月30日

区政情報課広報主査　榎本　武志 西新宿子ども園主査　菅原　小百合/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年10月23日 青柳　和久

環境監査員 生活福祉課自立支援主査 武藤　正治

環境監査員 人事課人事主査

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月23日 環境マネジメント推進員 センター所長 青木　良平

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 センター所長　青木　良平

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　環境保全のため、照明のスイッチやコピー機、冷蔵庫など、様々な機器に省エネを呼
び掛けるシールが貼られている。この結果、組織全体が省エネに高い関心を持ちながら
業務に取り組めている。
　また、朝礼時においても、ペットボトルの使用抑制など、環境保全を直接職員に呼びか
けており、非常に評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　前年度に目標達成できなかった「水使用量の削減」について、今年度も同様の目標が
掲げられているが、上半期時点では、昨年度上半期より使用量が増加している。使用量
を定期的に職員に公表し、「見える化」することで、一人ひとりが常に使用量を意識できる
ような取組を検討してはどうか。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 歌舞伎町清掃センター

監査実施日 令和元年10月23日

人事課人事主査　青柳　和久 生活福祉課自立支援主査　武藤　正治/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 女神湖高原学園

監査実施日 令和元年10月28日

環境対策課環境計画係長　田中　栄成 環境対策課環境計画係主査　岸田　瞳/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 支配人　大谷　和彦

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・こまめなスイッチの入切や適切な温度管理を行うことで灯油の使用量を大幅に削減して
いる。
・食堂で使用するランチョンマットを使い捨ての紙からビニール製の再利用できる素材へ
変更したり、職員への資料を内容に応じて配布から供覧に変更する等の工夫により、紙
の使用量を削減している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・環境マネジメント研修への参加や研修資料の確認等により、環境マネジメントの推進に
より一層取り組んでほしい。
・新宿区環境マネジメント方針の掲示等を通じて、施設を利用する区民等に対しても積
極的に周知を行ってほしい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 支配人 大谷　和彦

特になし

令和元年11月5日 田中　栄成

環境監査員 　環境対策課環境計画課係主査　 岸田　瞳

環境監査員 環境対策課環境計画課係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月22日

環境監査員

環境監査員 高橋　昌弘地域包括ケア推進課長　

西落合子ども園主査 田村　純子

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月21日 環境マネジメント推進員 西落合図書館長 鈴木　正実

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 西落合図書館長　鈴木　正実

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・図書館で古くなった本は、学校関係含めてリサイクル本として提供している。
・メールはプリントアウトはせずに各自パソコンで確認することで、紙の使用量を削減。ま
た、職員の昼食等で発生するごみは持ち帰りを徹底している。
・飲料は湯呑で提供することでペットボトル、プラスチック使用の削減に取り組んでいる。
・エアコンの温度設定や部屋未使用時のスイッチオフの徹底により、電気使用量の削減
に努めている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 西落合図書館

監査実施日 令和元年10月29日

西落合子ども園主査　田村　純子 地域包括ケア推進課長　高橋　昌弘/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 津久戸小学校

監査実施日 令和元年10月29日

地域福祉課福祉計画係主査　佐藤　崇史 若松町特別出張所長　加治屋　圭史/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 津久戸小学校長　牧田　健一

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・一般印刷用と教材、カラー印刷用で白色度の異なる紙の使用を徹底するなど、環境に
配慮した製品の使い分けを行っている。
・ホワイトボードマーカーペンにインキを適宜補充するなど、製品を新たに購入しない工
夫を行っている。
・ごみの分別について、ごみの種別ごとにごみ箱を色分けするなど、生徒の意識向上を
図っている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・電気・ガス・水道の使用量について、環境学習の一環で「生徒から質問されることがあ
る」とのことから、さらなる生徒の意識向上のため、学校内に使用量の一覧を掲示し、授
業終了後も確認できるよう、見える化を行う提案を行った。
・電気・ガス・水道の使用量及びごみの排出量について、同一建物内の幼稚園側との情
報共有を適宜行う旨の提案を行った。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月31日 環境マネジメント推進員 津久戸小学校長 牧田　健一

特になし

令和元年10月31日 加治屋　圭史

環境監査員 地域福祉課福祉計画係主査 佐藤　崇史

環境監査員 　若松町特別出張所長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年10月31 日 加治屋　圭史

環境監査員 地域福祉課福祉計画係主査 佐藤　崇史

環境監査員 　若松町特別出張所長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月31日 環境マネジメント推進員 津久戸幼稚園長 牧田　健一

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 津久戸幼稚園長　牧田　健一

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・リサイクルボックスやごみ箱にイラストや文字を分かりやすく表示し、園児の目線に立っ
た表示を行うことで、園児のリサイクルとごみ分別の徹底に取り組んでいる。また、家庭と
も協力した工作の材料を無駄にしない取組が評価できる。
・園児の水の使い過ぎを防ぐため、水は少量しか出ないよう予め調整を行っていることや
コップに水を汲むことを徹底するなど、節水に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

・電気・ガス・水道の使用量及びごみの排出量について、建物全体を管理する小学校側
との情報共有を適宜行うことにより、職員のさらなる意識向上に繋がるよう提案を行った。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 津久戸幼稚園

監査実施日 令和元年10月29日

地域福祉課福祉計画係主査　佐藤　崇史 若松町特別出張所長　加治屋　圭史/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月7日 鈴木　勝己

環境監査員 ごみ減量リサイクル課
事業系ごみ減量係長 秋田　和之

環境監査員 施設課長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 江戸川小学校長 早藤　基代孝

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 江戸川小学校長　早藤　基代孝

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・学校全体で環境学習に熱心に取り組んでおり、低学年による敷地内での草花や野菜
栽培、4年生によるみどりのカーテンの栽培、5年生の米つくりなど各学年で栽培活動を
行っている。また、4年生以上は、環境日記「みどりの小道」に全員が取り組んでいる。
・事務室だけでなく各教室においても、ミスプリントやミックスペーパーの回収ボックスを設
置するなど、ごみの削減及びリサイクル意識の向上に学校全体で取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 江戸川小学校

監査実施日 令和元年10月15日

ごみ減量リサイクル課事業系ごみ減量係長　秋田　和之 施設課長　鈴木　勝己/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 早稲田小学校

監査実施日 令和元年10月17日

建築調整課長　川島　純一 議会事務局主査　設楽　拓也/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 早稲田小学校長　宇山　幸宏

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・学校行事「わせだまつり」の開催にあたっては、各クラスで紙の使用量の上限を設け、その上限の
範囲の中でポスターを作成したほか、各グループ内で使用する紙を使用後もリサイクルペーパーと
して処理するなど、職員だけでなく、児童への意識啓発を、実践を通して行っており、とても効果的
な取組と評価できる。
・児童の親への連絡について、必要に応じてメールを活用するなど、紙の使用の削減に努めてい
る。
・教室等の部屋の電気については、各職員が声を掛け合って、節電に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 早稲田小学校長 宇山　幸宏

特になし

令和元年11月1日 川島　純一

環境監査員 議会事務局主査 設楽　拓也

環境監査員 建築調整課長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月1日 川島　純一

環境監査員 議会事務局主査 設楽　拓也

環境監査員 建築調整課長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月1日 環境マネジメント推進員 早稲田小学校長 宇山　幸宏

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 早稲田幼稚園長　宇山　幸宏

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・職員だけでなく、園児に対しても、ごみの分別や水の使い方等を日ごろから指導するな
ど、幼いうちから環境意識の啓発に努めている。
・古紙・裏紙・ミックスペーパー等を積極的に使用し、紙の使用量の削減に努めている。
・遊具を洗う際に溜め水を使用する等節水に努めている。
・教室等の部屋の電気については、各職員が声を掛け合って、節電に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 早稲田幼稚園

監査実施日 令和元年10月17日

建築調整課長　川島　純一 議会事務局主査　設楽　拓也/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 余丁町小学校

監査実施日 令和元年11月5日

人事課人事主査　青柳　和久 生活福祉課自立支援主査　武藤　正治/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 余丁町小学校長　古谷　勉

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・緑のカーテンや、夏休み期間中の環境日誌の作成（５年生）などを通じて、子どもたち
への環境教育を積極的に行っている。
・裏紙使用の徹底により、紙の使用量が年々減少するなど、職員間でも環境保全に対す
る意識が高まっている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月18日 環境マネジメント推進員 余丁町小学校長 古谷　勉

特になし

令和元年11月18日 青柳　和久

環境監査員 生活福祉課自立支援主査 武藤　正治

環境監査員 人事課人事主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月18日 青柳　和久

環境監査員 生活福祉課自立支援主査 武藤　正治

環境監査員 人事課人事主査

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月18日 環境マネジメント推進員 余丁町幼稚園長 古谷　勉

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 余丁町幼稚園長　古谷　勉

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・各家庭から出た不要な段ボールを持ち寄って、園児と遊具作りに活用しており、資源の
再利用につながっている。
・園児にもごみの分別がしやすいよう、ごみ箱の側面に分かり易い絵を描くなど、早い年
齢から環境に関心を持てるような取組を行っており、評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 余丁町幼稚園

監査実施日 令和元年11月5日

人事課人事主査　青柳　和久 生活福祉課自立支援主査　武藤　正治/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 四谷第六小学校

監査実施日 令和元年11月1日

新宿清掃事務所事業係長　清水　一弘 保育指導課支援係主査　横田　由紀子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 四谷第六小学校長　児玉　純

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・職員は、紙の使用量の削減に積極的に取り組んでおり、裏面利用及びペーパーレスに努めてい
る。
・児童に対しては、ごみの分別及び水の使用方法について指導しており、児童数が増加する中で
水の使用量の削減や環境保全に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

区民である児童、保護者、地域を巻き込んだ、環境保全に配慮した取組の充実が望まれ
る。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月14日 環境マネジメント推進員 四谷第六小学校長 児玉　純

特になし

令和元年11月15日 清水　一弘

環境監査員 保育指導課支援係主査 横田　由紀子

環境監査員 新宿清掃事務所事業係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 四谷第六幼稚園

監査実施日 令和元年11月1日

新宿清掃事務所事業係長　清水　一弘 保育指導課支援係主査　横田　由紀子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 四谷第六幼稚園長　児玉　純

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・職員は、紙の使用量の削減に積極的に取り組んでおり、裏面利用及びペーパーレスに努めてい
る。
・園児に対して、手洗いの際に水の使用方法について指導しており、水の使用量の削減に取り組
んでいる。
・空き箱等で制作活動を行っており、廃材の再利用に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

区民である園児、保護者、地域を巻き込んだ、環境保全に配慮した取組の充実が望まれ
る。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月14日 環境マネジメント推進員 園長 児玉　純

特になし

令和元年11月15日 清水　一弘

環境監査員 保育指導課支援係主査 横田　由紀子

環境監査員 新宿清掃事務所事業係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 戸塚第二小学校

監査実施日 令和元年10月17日

地域福祉課福祉計画係主査　松尾　敏弘 環境対策課公害対策係長　浅川　昌之/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 戸塚第二小学校長　篠塚　幸次

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　校庭に芝生を植えたり、屋上緑化、緑のカーテン及び農園等により、子どもたちとの環
境学習や緑化に取り組んでいる。
　会議においてペットボトルを使用していない。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　目標設定を行う際に、使用量や削減率等を数値化すると良い。
　省エネ運転マニュアルを活用して省エネ活動を推進すると良い。
　非建物所管部署である戸塚第二幼稚園と電気・ガス・水道・ごみの排出量等について
情報共有すると良い。
　空調機の簡易点検・定期点検を学校運営課が実施している旨を報告書に記載してお
くと良い。

区分 内容

　環境マネジメント活動報告書と実際に設
置されている冷蔵庫の数が違う。

課・施設における改善・対応

冷蔵庫の数を確認。活動報告書を修正済
み。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月24日 環境マネジメント推進員 戸塚第二小学校長 篠塚　幸次

・簡易点検を実施しているが、点検結果が
記載されていない機器があった。(冷蔵庫)
・簡易点検を実施していない機器があっ
た。(製氷機)

・冷蔵庫の簡易点検記入漏れについては担
当と確認をし、今後確実に点検・記入してい
く。
・製氷機の簡易点検表を作成。
今後点検を実施していく。

令和元年10月24日 松尾敏弘

環境監査員 環境対策課公害対策係長 浅川昌之

環境監査員 地域福祉課福祉計画係主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 戸塚第二幼稚園

監査実施日 令和元年10月17日

地域福祉課福祉計画係主査　松尾　敏弘 環境対策課公害対策係長　浅川　昌之/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 戸塚第二幼稚園長　篠塚　幸次

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　会議ではペットボトルを使用せず、水出しのお茶を提供するとともに、湯呑を使用して
いる。
　緑のカーテンを実施している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　紙の使用量削減に向け、目標設定を行う際に、使用量や削減率等を数値化すると良
い。
　省エネ運転マニュアルを活用して、省エネ活動を推進すると良い。
　建物所管部署である戸塚第二小学校と電気・ガス・水道・ごみの排出量等について情
報共有すると良い。。
　省エネ活動について、職員で情報共有を図ると良い。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月31日 環境マネジメント推進員 戸塚第二幼稚園長 篠塚幸次

特になし

令和元年10月31日 松尾敏弘

環境監査員 環境対策課公害対策係長 浅川昌之

環境監査員 地域福祉課福祉計画係主査
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 戸塚第三小学校

監査実施日 令和元年11月5日

新宿清掃事務所長　中山　順子 牛込保健センター業務係主査　五十嵐　由美子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 戸塚第三小学校長　　立野　文雄

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・保護者・地域との協働である「地域協働学校」の中にある「環境支援部」が中心になって
校内の緑化を推進している。
・校内にエココーナーという掲示板を作り、SDGｓの周知も行っている。
・神田川ファンクラブの活動を通して、４年生の総合的な学習の時間では、マイクロプラス
チック問題の解決についても取り組んでいる。
他にも、照明のスイッチに児童が作成した節約の紙を貼るなど環境に配慮した様々な取
組を行っており、熱心さがうかがえた。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月6日 環境マネジメント推進員 戸塚第三小学校長 立野　文雄

特になし

令和元年11月6日 中山　順子

環境監査員 牛込保健センター業務係主査 五十嵐　由美子

環境監査員 新宿清掃事務所長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月6日 中山　順子

環境監査員 牛込保健センター業務係主査 五十嵐　由美子

環境監査員 新宿清掃事務所長

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月5日 環境マネジメント推進員 館長 湯川　徹

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 館長　湯川　徹

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

コピー機に「削減運動実施中」と掲示し、両面印刷や裏紙使用など紙の利用量の削減に
ついて職員へ啓発を行っている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 高田馬場第一児童館

監査実施日 令和元年11月5日

新宿清掃事務所長　中山　順子 牛込保健センター業務係主査　五十嵐　由美子/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 落合第一小学校

監査実施日 令和元年10月23日

施設課電気設備係長　三枝　浩 おちごなかい子ども園保育主査　佐田　悦子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 落合第一小学校長　表迫　信行

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・学校として、毎年「ごみゼロデー」の活動に参加し、職員だけでなく児童への意識啓発
を、実践を通して行っている。　また、今年度も5年生が「緑のカーテン」の実施を行い、
児童の環境学習「落一エコプロジェクト」の始動に取り組むなど環境への関心を高めてお
り、とても効果的な取組と評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

　業務用フロン（給食用冷蔵庫3台）、毒劇
物（理科用薬品）については、環境法令の
管理の対象として記載があったが、冷水
器（ＨＦＣ１３４ａ）については、点検を行っ
ていたもののマネジメント活動報告書及び
重点項目遵守チェック表における記載が
抜けていたため、記載をお願いした。

課・施設における改善・対応

点検の実施、点検簿の作成はすでに行って
いたが、活動報告書、重点項目遵守チェック
表にも記載をし、経年での状況把握と改善に
向けた取り組みをPDCAサイクルで行ってい
く。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月7日 環境マネジメント推進員 落合第一小学校長 表迫　信行

特になし

令和元年11月7日 三枝　浩

環境監査員 おちごなかい子ども園保育主査 佐田　悦子

環境監査員 施設課電気設備係長

80



新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 落合第五小学校

監査実施日 令和元年10月18日

環境対策課長　向　隆志 危機管理課地域防災係長　小林　徹/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 落合第五小学校長　古賀　靖真

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・3年前から屋上緑化に取り組み、児童に水撒きをさせることにより意識啓発を図るととも
に、真下の部屋の室温を低下させる効果を得ていることは評価できる。
・会議では飲み物をリユースできるコップ等で提供するとともに、教員にはマイボトルを用
意させることにより、プラスチック製品の削減に取り組んでいることは評価できる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月25日 環境マネジメント推進員 落合第五小学校長 古賀　靖真

業務用フロンを使っている機器の簡易点
検記録簿の一部について記載漏れがあっ
た。

点検は実施し手書き記入（別紙メモ）はしてい
たのだが、簡易点検簿には転記していなかっ
た。監査後すぐに記載した。

令和元年11月8日 向　隆志

環境監査員 危機管理課地域防災係長 小林　徹

環境監査員 環境対策課長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月20日 選挙管理委員会事務局主査環境監査員

五十嵐　景子落合第二特別出張所　主査環境監査員

高畑　範章

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 おちごなかい子ども園

監査実施日 令和元年10月24日

落合第二特別出張所主査　五十嵐　景子 選挙管理委員会事務局選挙主査　高畑　範章/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 園長　岡邉　恵

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

職員について、マイボトルの使用を推進している。
エアコンの使用について、風量や温度調節をこまめに行うことにより、電気使用量の削減
を図っている。
夏場には、幼児が使ったプール水や雨水を利用した打ち水、「緑のカーテン」（ゴーヤ）
などにより電気使用量の削減を図っている。
省エネルギーについての張り紙を職員室に貼り出すなど、職員の意識改革を進めてい
る。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

上記優良事項については、今後も継続していただきたい。

区分 内容

保育課において、エアコンのフロン簡易点
検を年4回実施しているが、そのことにつ
いて園との情報共有がなされるよう注意さ
れたい。

課・施設における改善・対応

エアコンの簡易点検、定期点検ともに委託に
より業者が行っている旨を把握し保育課と再
度情報共有を行った。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月19日 環境マネジメント推進員 園長 岡邉　恵

『活動報告書』には「フロン使用冷凍庫1
台」とあるが、「3か月に1回以上の簡易点
検」がなされていない（実施報告書がな
い）。保育課と連携し、適正に対処された
い。

保育課と連携し「フロン使用冷凍庫1台につ
いて」情報共有する。保育課から簡易点検簿
について確認した。11月18日にフロン使用冷
凍庫１台の簡易点検を実施し、簡易点検簿を
作成した。次年度に向けて引継ぎを行いた
い。
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名
令和元年11月11日 浅子　亨

環境監査員 東新宿保健センター保健サービス係長　　 藤巻　嘉須美

環境監査員 保護担当課生活福祉第四係長　　

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月7日 環境マネジメント推進員 西戸山小学校長 種村　明頼

特になし

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 西戸山小学校長　種村　明頼

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

地域コーディネーターを中心に地域のボランティアや学校が一丸となって、なかよし花壇
の手入れなど環境保全に取り組んでおり、地域に根差した施設運営が評価できる。劇物
の管理については、理科準備室での施錠管理を適切に行えていた。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

今後、業務用フロン使用機器については、適切な管理を行うために、環境法令について
の認識を高めてください。

区分 内容

ごみ排出量の減少に向けて、特に紙ごみ
の減少・再利用等への取組を進める。各
職員への啓発を行い、職場全体の環境意
識の向上を図って欲しい。

課・施設における改善・対応

職員夕会にて、月に一度、副校長が紙ごみ
の減少のための分別方法等についての実情
を周知することで各職員の啓発を行う。児童
の委員会（ユネスコ委員会）でも、紙ごみの再
利用についての活動を推進する。

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 西戸山小学校

監査実施日 令和元年10月18日

東新宿保健センター保健サービス係長　藤巻　嘉須美 保護担当課生活福祉第四係長　浅子　亨/
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 牛込第三中学校

監査実施日 令和元年11月1日

新宿清掃事務所副参事(清掃事業担当)　堀里　威宏 保育課運営係長　鹿田　榮二/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 牛込第三中学校長　伊藤　裕一

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　ペットボトルキャップ回収(エコキャップ運動)や不要になった本の回収などのリサイクル
活動を行っている。
　また、定期的に給食の残菜チェック週間を設けて、食べ残しによるごみ排出の削減に
取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

　以前実施していたみどりのカーテン事業の復活を検討してほしい。

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年11月15日 環境マネジメント推進員 牛込第三中学校長 　伊藤　裕一

特になし

令和元年11月15日

環境監査員

環境監査員 新宿清掃事務所副参事(清掃事業担当) 堀里　威宏

保育課運営係長  鹿田　榮二
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 四谷中学校

監査実施日 令和元年10月9日

住宅課区立住宅管理係長　市川　智之 薬王寺児童館・地域ささえあい館長　松林　由美子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 四谷中学校長　東　孝夫

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

・各教室に、可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクルの3つのボックスを設置し、分別を徹底して
いる。
・生徒に水筒の持参をさせることで、水分補給とともに、環境改善に向けた意識を醸成し
ている。
・印刷室において、裏紙を用紙サイズ別に設置し、また、それを適正に表示することで、
職員が負担なく裏紙を使用できるように配慮している。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月16日 環境マネジメント推進員 四谷中学校長 東　孝夫

特になし

令和元年10月21日 市川　智之

環境監査員 薬王寺児童館・地域ささえあい館長 松林　由美子

環境監査員 住宅課区立住宅管理係係長
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新宿区環境マネジメント

様式３

●優良事項・提案事項

●改善事項・環境法令に関する指摘事項

　上記環境監査の内容について、確認しました。
役職 氏名

　

　環境監査が完了したため、上記のとおり環境マネージャーあて報告します。
役職 氏名

役職 氏名

監　査　員

環境監査報告書

監査対象課・施設 新宿中学校

監査実施日 令和元年10月10日

景観・まちづくり課主査　櫻井　理樹 角筈特別出張所副所長　曽根　淳子/

改善事項

（新宿区環境マネジメントを推進
する上で改善すべき事項）

環境マネジメント推進員 新宿中学校長　片倉　元次

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取り組みなど優
良事例と判断される事項)

　裏面ができるものとできないものに分類。さらにサイズごとに分類し、裏紙利用がしやす
いようにしている。

提案事項

（課・施設の取り組み向上に
つながる提案事項）

特になし

区分 内容

・薬品管理について、ファイル整理が十分
とは言い難い。
・未使用薬品について、変更なしとして、
年1回の点検年月日及び結果をファイル
に記録していない。

課・施設における改善・対応

・薬品の在庫量、使用量の把握が分かりやす
いように、ファイルを整理する。
・未使用薬品についても、年1回の点検年月
日及び結果をファイルに記録する。

環境法令に関する
指摘事項

（新宿区環境マネジメントの重点項目
に該当する環境法令の逸脱）

令和元年10月30日 環境マネジメント推進員 新宿中学校長 片倉元次

特になし

令和元年11月1日 曽根　淳子

環境監査員 景観・まちづくり課主査 櫻井　理樹

環境監査員 角筈特別出張所副所長
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