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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 企画政策課長 菊島　茂雄

　特になし

令和2年10月27日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 企画政策課

監査実施日 令和2年10月23日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

戸塚特別出張所長　佐藤　陽一

あいじつ子ども園主査　黒澤　和子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　昨年度から附属機関の会議で、ペットボトルによるお茶の提供をやめている。また、
用紙類を大量に使用する課として、刊行物の発行部数の見直しや、会議資料の簡素
化、電子供覧等が進められていることは評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 区政情報課長 村上　京子

　特になし

令和2年11月11日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 区政情報課

監査実施日 令和2年10月30日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

勤労者・仕事支援センター担当課長　袴田　雅夫

柏木子ども園主査　永井　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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・使い捨てプラスチックの削減について、当課が所管する会議（情報公開・個人情報保
護審議会は15名×9回　情報公開・個人情報保護審査会は5名×18回　行政不服審
査会は6名×5回）でのペットボトル飲料の提供を廃止した点は評価出来る。
・両面コピーやミスコピーの裏面使用の推進で紙使用量の削減が出来ている。また、
広報誌の発行部数の精査を行い削減に努めている点も評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

新型コロナ対策でエネルギーや紙の使用
量が増加するのはやむを得ない状況と理
解するが、その中でも工夫により抑制する
努力をお願いしたい。

課・施設における改善・対応

空調機器の一括停止措置において、水曜
日や金曜日以外の曜日での実施を検討
するなど、今後のエネルギー使用量削減
に努める。

ごみ減量リサイクル課長　小野川　哲史

中央図書館利用者サービス係長　内村　知子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

エネルギー使用量実績等、関係書類が大変ていねいに管理されている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

冷水器のフロン量について、記録上、一部不明として記載のないものがあったが、規
格番号等から調査して記載するようにしてほしい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 総務課

監査実施日 令和2年10月23日

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）

環境マネジメント推進員 総務課長 鯨井　庸司

特になし

令和2年10月26日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課環境計画係長　田中　栄成

落合第二特別出張所副所長　舟木　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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・売店で物品を購入する際には、課内で共通の買い物袋を使用し、レジ袋の削減に努
めている。

・用紙使用量削減のため、電子データの事前配布や会議開催方法の検討など、ペー
パーレス化に向けて積極的に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・複数年にわたり、ほぼ同一の目標設定がされている。PDCAを行った上で同一目標を
立てることは良いが、達成状況（評価）も同一の記載がされていることから、経年の活
動評価が見えにくい状況となっている。ヒアリングでは、さまざまな活動の工夫を行って
いることがわかったので、今後は、活動報告書に盛り込むよう検討されたい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 人材育成等担当課

監査実施日 令和2年10月26日

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）

環境マネジメント推進員 人材育成等担当課長 大柳　雄志

　特になし

令和2年10月27日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ課長 　石塚　俊一

　特になし

令和2年11月12日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 地域コミュニティ課

監査実施日 令和2年10月15日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保護担当課長　藤掛　博行

建築調整課主査　黒田　由香

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・省エネ運転マニュアルを今年度当初に作成し、省エネ活動に取り組んでいる。
・ガソリンの使用量削減を目的として、昨年度電動自転車を２台購入し、課内での活用
を図っている。
・平成３０年度の終わりにエアコンの温度設定を課事務室で行えるようにして、温度計
を設置し、こまめに室温チェックをして冷暖房時の温度設定を行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

プラスチックの使用削減のため、会議でのペットボトルの提供を行わないのはもとより、
職員にマイボトルの持参をメールで呼びかけるなどしている。今後はさらに、掲示等の
啓発活動も取り入れ、よりプラスチックの使用削減に努められたい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員　　　 戸籍住民課長 岩田　弘雄

　特になし

令和2年11月19日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 戸籍住民課

監査実施日 令和2年11月5日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

新宿駅周辺基盤整備担当課長　小川　奨

交通対策課交通企画係主査　新井　眞史

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・来客対応及び職員数の多い窓口職場でありながら「完全ノー残業デイ」を実施し、
省エネに積極的に取り組んでいる。
　・また、コピー用紙の受け払い簿をつけ、紙の余剰購入の防止を図っていることや、
文具類の購入では、グリーン購入法適合製品、詰め替え品を積極的に購入するなど
環境負荷低減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

委託業者の派遣職員に対しても、環境マネジメントに関する理解を深めるもらえるよう
な周知・啓発の取組を今後検討されたい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

目標に対し、達成度が可視化できる目標設定を工夫・検討されたい。なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 障害者福祉課長 稲川　訓子

　特になし

令和2年11月16日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 障害者福祉課

監査実施日 令和2年11月12日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

・紙の使用量が増えているが原因を分析し
ていないため、削減のための対策がたてら
れていない。

課・施設における改善・対応

・令和元年度については、障害者生活実
態調査に伴う資料及び新型コロナウイルス
発生による会議の書面開催により紙の使
用量が増加した。今後、資料の簡素化に
努めると共に、会議資料のPDF化につい
て研究する。

教育支援課長　内野　桂子

会計室会計管理係長　加藤　潤

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・課長席に裏紙使用のためのケースを設置し誰もが利用しやすい工夫をしている。ま
た、ケースには個人情報の記載があるか否かの注意を促す表示がしてあり、情報漏洩
にも対応していた。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・環境マネジメント方針は課に掲示されていたが、重点推進事項である職員のマイボト
ル・マイバックの使用、地下売店での商品購入の際のレジ袋辞退について、職員に働
きかけ等を行っていないとのことだったため、行うよう伝えた。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 子ども家庭課

監査実施日 令和2年11月4日

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

防災都市づくり課長　金子　修

総務課総務主査　黒川　哲

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　不要となったファイルの再利用や裏紙利用など、資源の有効活用を図るとともに、会
議ではリユースカップを利用して飲料を提供するなど、環境配慮に取り組んでいる。特
に新型コロナウイルス感染症対策等に係る新たな事業があるなか、紙の使用量削減に
努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　新型コロナウイルス感染症対策等に係る新たな事業への対応のため、紙使用量等の
削減は難しい状況にあるが、今後の取組につなげるには、紙使用量の増減要因を把
握できる仕組みがあるとよい。
　また、職員研修等により、紙使用を抑える工夫やマイボトル・マイバッグの使用を呼び
かけるなど、環境配慮への意識啓発を引き続き行っていってもらいたい。

区分 内容 課・施設における改善・対応

指摘事項

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2年11月17日 環境マネジメント推進員 子ども家庭課長 谷川　省一

前回監査結果

改善事項 なし あり

ありなし

8



新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

消費生活就労支援課消費生活就労支援係長　染谷　孝

保護担当課査察指導主査　萱沼　瑞城

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・ここ数年、毎年のように保育所が増加しているうえに、平成３１年度より保育無償化が
始まり、さらにコロナ禍に伴う業務量の増加という環境の中、紙使用量の増加を抑える
べく日頃から職員に削減意識を持たせる努力を行っている。
・消耗品についても従前から個人単位で購入するのではなく、課として共用するものを
増やすなどして、ごみの発生量を抑えている。
・コロナ禍で集合研修が行うことが難しいため、書面ベースの環境マネジメント研修を
行ったが、資料もインターネット等を活用し独自に収集したものを加えるなどして読み
やすい、興味を引く内容となっている。
・ノー残業デーの消灯については業務上必要でない照明の徹底を行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・引き続き、職員の意識向上のため、紙や電気の使用量の数値目標などを設けてはど
うかと提案を行った。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 保育指導課

監査実施日 令和2年11月4日

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）

環境マネジメント推進員 保育指導課長 髙橋　美由紀

特になし

令和2年11月6日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 医療保険年金課長 志原　　学

特になし

令和2年11月2日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 医療保険年金課

監査実施日 令和2年10月30日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保育指導課長　髙橋　美由紀

新宿清掃事務所管理係長　山村　淳一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・課独自の超勤ルールを策定し、20時消灯を徹底している。
・貼り紙やテプラを効果的に使用して、マイボトルの利用や電源スイッチオフを促進し
ている。
・派遣職員等を含めて、100名近い全職員に対して課内研修を実施し、環境マネジメ
ントに対する意識が課全体に浸透するよう取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

子ども総合センター発達支援主査　坂井　孝司

都市計画課都市計画主査　高松　美香

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　コピー機及びプリンターに、1枚当たりの印刷単価を表示することで、使用者へ意識
啓発をしている取組は、他であまり見たことがなく良い取組と評価できる。また、公用車
を多く所有しているが、できる限り徒歩・公共交通機関を使用するよう、意識啓発をして
いることも評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　公用車を多く所有していることから、今後買い替える際には、エコカーの導入につい
て、ご検討いただきたい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 土木管理課

監査実施日 令和2年10月26日

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）

環境マネジメント推進員 土木管理課長 　関口　知樹

　特になし

令和2年10月28日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 環境対策課

監査実施日 令和2年10月16日

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

地域福祉課福祉施設係長　梶　正男

景観・まちづくり課主査　牛久保　真由美

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・執務時間中のマイボトル使用推進、課内共用マイバッグの執務スペース出入口へ
の設置及び削減目標を見やすく掲示する等、使い捨てプラスチック使用削減への取
組が徹底されている。
　・係会や担当者間等の打合せ時に各自のパソコンを利用することにより、ペーパーレ
ス化が進められ、用紙使用量が削減されている。
　・課内でスーパーノー残業デーを設定し、節電への意識啓発と取組が行われてい
る。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
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

指摘事項

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2年10月21日 環境マネジメント推進員 環境対策課長 向　隆志

前回監査結果

改善事項 なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

税務課課税第一係長　苅和野　直子

榎町特別出張所副所長　矢野　勝之

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

①コピー用紙の外箱に一連番号を付けることにより、使用箱数を見える化し、管理して
いた。前年同時期の用紙使用量と比較することで使用抑制につなげていた。
②年度当初にコピー用紙の使用抑制や裏面利用の推進について、職員全員に周
知、徹底していることは評価できる。
③各種審査会のお茶等をペットボトルから紙パックへ変更し、職員にもマイボトルの使
用を推奨するなどプラスチックごみ削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 都市計画課

監査実施日 令和2年10月26日

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）

環境マネジメント推進員 都市計画課長 小俣　旬

　特になし

令和2年11月2日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 防災都市づくり課長 金子　修

　特になし

令和2年11月9日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 防災都市づくり課

監査実施日 令和2年10月16日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

介護保険課資格係長　佐藤　まゆ子

若松町特別出張所主査　柚原　勇一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・打ち合わせや会議を通常時間帯に設定したり、業務分担を均等にすることにより、残
業時間を縮減し、電気使用量の削減に取り組んでいる。
・両面印刷の励行、裏面使用によるメモ帳作成により、紙使用量の削減に取り組んで
いる。
・説明会等では紙資料を配布していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、動画配信による説明会を実施しており、紙使用量の削減につながっている。
・建物最上階であること、書棚に囲まれたレイアウトであったことにより熱がこもりやすい
部署であったため扇風機を活用していたが、レイアウトを工夫し空気循環効力を高め、
現在は扇風機を不要としている。
・会議等ではお茶等の提供を廃止し、ペットボトルの使用削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

前年度（平成28年度）に目標達成できなかった「ノー残業デーの徹底」「階段利用に努める」に
ついて、今年度も目標に掲げられているので、具体的な対策等について検討されたい。

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

子ども家庭課企画係長　近　亜矢

落合第一特別出張所主査　宮川　智

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

パンフレットの印刷などグリーン購入法適合マークの製品の購入に努めていることや、
クールビズ、ウォームビズの徹底により職場の室温管理を厳格に行っていることなど、
環境に配慮した取組が評価できる。
「吹き付けアスベストの管理」「業務用フロン使用機器の管理」について、環境法令に
基づき適切に管理されており、環境法令重点項目遵守チェック表もきちんと作成され
ている。
ノー残業デーの徹底について、係長が職員の残業状況の確認に努め、必要に応じて
声掛けを行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

紙使用量について、平成31年度はマンションの実態調査に係る印刷により増加となっ
た。印刷物作成にあたっては、担当者が必要部数を精査することで、使用量の削減に
努めており、令和2年度は平年程度になる予定である。電子データによる情報共有を
促進し、更なる紙使用量の縮減に努められたい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 住宅課

監査実施日 令和2年10月27日

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）

環境マネジメント推進員 住宅課長 小谷　武彦

特になし

令和2年10月30日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 教育指導課長 荒井　亮宏

　特になし

令和2年11月17日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 教育指導課

監査実施日 令和2年11月12日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

障害者福祉課相談係長　関根　幹夫

みどり公園課公園管理係主査　村上　亜矢子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・わかりやすく具体的に環境目標、実績、今後の取組を説明した独自の資料を作成して、それをもとに
職場研修を実施していることは、職員の意識向上を図る取組として評価できる。
　　特に課題となっている紙の使用量の削減については具体的な削減方法を提案し、職員が実践しやす
い環境を作っている。
　・研修でプラスチック製品の使用を減らすため水筒の持参を呼びかけたことで、水筒使用者が増えてき
ている。
　・使用しやすい交換便袋の作成を各学校等に依頼することにより、使用済み封筒の活用を図っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

目標に掲げている「用紙使用量の削減」について、前年度の結果等を踏まえた具体
的な目標値を定め、達成状況の確認及び評価を行うことが望ましい。

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

大久保第一保育園主査　鈴木　千秋

施設課施設第一係長　芳賀　清

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・前回改善事項である用紙使用量の削減目標値を定める件について、前年度比１％
  を削減目標にかかげ、達成の見込みが確認できたことは評価できる。
・ペットボトル飲料の購入を控えることを呼びかけ、各自マイボトルによる利用が定着
  してきていることは評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・区立小中学校の空調について、フロン排出抑制法に基づき、３か月ごとに委託業者
　による点検が適切に行われている。点検作業報告書の作業写真において、機器の
　型番が撮影されていないため、点検結果との関連性が分からない。今後は、点検機
　器が分かる写真とするとより良い。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 学校運営課

監査実施日 令和2年11月11日

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）

環境マネジメント推進員 学校運営課長 　　広瀬　岳平

　特になし

令和2年11月16日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保育指導課支援係長　木津　奈津子

健康づくり課健康づくり推進係長　倉坪　耕作

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・紙の使用量について、平成31年度は前年度の2倍以上となっているが、これは東京オリン
ピック・パラリンピックの普及啓発のためのイベントや会議の回数が増大しているためである。イ
ベントの開催時には、会場の案内図を大きく見やすいものにすることで、来場者への案内図の
個別配布をできるだけ少なくする工夫を行っている。会議の際には、傍聴者用の閲覧用ファイ
ルを作成し、希望者のみに印刷して渡す等の無駄な印刷を減らす工夫を行っている。
　・飲料を提供する際には、ペットボトルではなく、リユース品の食器の利用の推進や、紙パック
を選ぶなど、プラスチック製品の使用量削減にもしっかりと取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課

監査実施日 令和2年10月13日

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）

環境マネジメント推進員
東京オリンピック・パラリンピック

開催等担当課長 　　　淺野　祐介

　特になし

令和2年10月22日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

健康政策課公害保健係長　永倉　誠一

議会事務局議事係主査　土肥　絵里 

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

紙の使用量の削減に重要課題として取り組み、毎年削減達成できている。紙の使用に
際しては、供覧の場合等あらゆる場面で工夫を重ねて目標達成につなげており、非常
に素晴らしい。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 監査事務局

監査実施日 令和2年10月30日

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）

環境マネジメント推進員 監査事務局長 下杉　正樹

　特になし

令和2年10月30日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 衛生課長 野島　雅史

　特になし

令和2年10月27日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 衛生課

監査実施日 令和2年10月22日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課環境計画係長　田中　栄成

会計室会計審査主査　宮下　恭子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・デジタルサイネージの活用など、事業周知を工夫し、用紙の削減に努めている。
・係長会を通じて環境マネジメント活動を周知するなど趣旨の徹底に取り組んでいる。
・前回監査の提案事項にあった劇物等の台帳管理を改善するなど、業務用フロン類
使用機器も含めて、環境法令重点項目を適切に管理している。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保護担当課長　藤掛　博行

建築調整課主査　黒田　由香

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・事業に関連する団体からの提案により、パーテーションで区切られた相談室のエアコ
ンにシーリングファンを設置し、冷暖房効率を上げた。
・職員の意識が高く、マイボトルの持参やプラスチックごみの削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

執務室のエアコンは個別で温度設定を行っており、環境マネジメント担当員が自席で
室温チェックを行っているが、今後は他の職員も見やすいところに温度計を設置して、
課全体の意識向上に努められたい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 消費生活就労支援課

監査実施日 令和2年10月26日

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）

環境マネジメント推進員 消費生活就労支援課長 櫻本　まり子

　特になし

令和2年11月16日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

道路課工事調整係長　沖　理治

角筈特別出張所主査　髙田　淳一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・組織的にスーパーノー残業デーの取組を継続している。
・区の重点項目であるプラスチックの使用削減について、国、都の視察といった会議等
で提供する飲料を紙パックに切替るとともに、係長会議でも声掛けを行うなどの取組は
評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・スーパーノー残業デーの取組については、現在年2回行なっているが、四半期に１回
にするなど、回数を増やしていってほしい。
・組織改正による仕事量の増加で、紙の使用量が増えているのは理解できるが、課で
数値目標を定める等、職員間の節減意識を高めていただきたい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 生活福祉課

監査実施日 令和2年10月22日

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）

環境マネジメント推進員 生活福祉課長 片岡　丈人

　特になし

令和2年11月6日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 保護担当課長 藤掛　博行

　特になし

令和2年11月6日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 保護担当課

監査実施日 令和2年10月22日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

道路課工事調整係長　沖　理治

角筈特別出張所主査　髙田　淳一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・組織的にスーパーノー残業デーの取組を継続している。
・区の重点項目であるプラスチックの使用削減について、国、都の視察といった会議等
で提供する飲料を紙パックに切替るとともに、係長会議でも声掛けを行うなどの取組は
評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・スーパーノー残業デーの取組については、現在年2回行なっているが、四半期に１回
にするなど、回数を増やしていって欲しい。
・組織改正による仕事量の増加で、紙の使用量が増えているのは理解できるが、課で
数値目標を定める等、職員間の節減意識を高めていただきたい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保護担当課生活福祉第二係長　窪田　喜成

会計室会計管理係主査　結城　茂子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・区の実施する建築工事等において、環境に配慮し実施するよう業者に周知しているだけでな
く、独自に「環境配慮調査票」を作成し、業者から結果報告を受け、環境マネジメント推進員等
が確認するなど、成果のわかりにくい目標に対する工夫がなされている。
・従前から行っている課有志で作る「お茶会制度」が、ペットボトル購入減になっており、プラス
チック使用削減の一助になっている。
・両面印刷にするなどの工夫により、前年に比して、紙使用量削減目標を大きく上回って達成
できている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 施設課

監査実施日 令和2年10月20日

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）

環境マネジメント推進員 施設課長 川島　純一

　特になし

令和2年10月27日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 箪笥町特別出張所

監査実施日 令和2年11月11日

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

障害者福祉課相談係長　関根　幹夫

みどり公園課公園管理係主査　村上　亜矢子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

○町会全体で環境に対する意識が高く、資源回収等の取組やごみの分別がしっかり
されている。
○職員の環境に対する意識が高く、ボトル持参によるごみの削減やごみの分別等が
徹底されている。
○新型コロナ対応でみどりのカーテン事業を開催できなかったが、貼り紙等で注意喚
起し節電に努め省エネを実施している。
○環境マネジメント通信を活用し、職員で情報を共有している。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

○環境マネジメント通信の内容を、地域センターや区民ホールの管理者へも情報提供
し、３施設で共通認識を持ちながら更に環境に配慮した活動を行ってみてはどうか。

区分 内容 課・施設における改善・対応

指摘事項

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2年11月12日 環境マネジメント推進員 箪笥町特別出張所長 　鈴木　浩司

前回監査結果

改善事項 なし あり

ありなし

25



新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 牛込箪笥地域センター

監査実施日 令和2年11月11日

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

障害者福祉課相談係長　関根　幹夫

みどり公園課公園管理係主査　村上　亜矢子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

○施設利用者に対し、ごみの持ち帰りをお願いし、環境へ配慮している。
○各部屋の照明や冷暖房の温度調整等を施設側で管理することで、電気使用量の削
減を行っている。
○リサイクル可能な紙の裏紙使用を徹底し、ごみの削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
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

指摘事項

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2年11月12日 環境マネジメント推進員 牛込箪笥地域センター事務局長 　小林　明夫

前回監査結果

改善事項 なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 牛込箪笥区民ホール責任者 　坂齋　豪

　特になし

令和2年11月12日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 牛込箪笥区民ホール

監査実施日 令和2年11月11日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

障害者福祉課相談係長　関根　幹夫

みどり公園課公園管理係主査　村上　亜矢子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

○施設利用者に対し、ごみの持ち帰りをお願いし、環境へ配慮している。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

大久保第一保育園主査　鈴木　千秋

施設課施設第一係長　芳賀　清

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・コロナ禍で一部施設の閉館もあり、目標である電気使用量の前年度比１％削減の
 達成の見込みが確認できた。
・地域住民や近隣オフィスと協力し、年間通して毎月１回の街の美化活動を実施して
 おり、 地域全体の環境美化への意識向上への取組を行っていることは評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・建物全体での不燃ごみ排出量が増加したことについては、回収業者が変わり、分別
　収集の方法について、作業員等への周知徹底が不十分であったことが一因と考え
　られる。
　指定管理者や清掃業者に対して分別表を配布し、周知することで削減に取り組ん
   でいく。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 大久保特別出張所

監査実施日 令和2年10月23日

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）

環境マネジメント推進員 大久保特別出張所長 市田　亮

　特になし

令和2年11月6日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 事務局長 高田 しのぶ

　特になし

令和2年11月5日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 大久保地域センター

監査実施日 令和2年10月23日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

大久保第一保育園主査　鈴木　千秋

施設課施設第一係長　芳賀　清

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・コロナ禍による施設閉館も関係しているが、ごみの排出削減が確認でき評価できる。
・会議等において、飲料の提供をペットボトルからマイカップ利用にしていることは評価
できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・目標の成否が明確となることから、数値目標を設定するようにしてみてはどうか。
・コロナ禍の施設利用者チェックシートなど一時的な保存の後に廃棄とするものは、
 用紙の裏面再利用としていく。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

大久保第一保育園主査　鈴木　千秋

施設課施設第一係長　芳賀　清

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・除籍図書等を廃棄せずリサイクル図書として区民に提供していることは評価できる。
・施設利用者に対してもごみの分別を啓発するため、ごみ箱に不燃ごみ、可燃ごみ等
　の掲示をしていることは評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 大久保図書館

監査実施日 令和2年10月23日

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）

環境マネジメント推進員 大久保図書館長 米田　雅朗

　特になし

令和2年11月5日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 落合第二特別出張所長 大山　真帆子

　特になし

令和2年11月16日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 落合第二特別出張所

監査実施日 令和2年11月5日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

環境法令重点項目遵守チェック表（業務
用フロン使用機器の管理分）の評価結果
の記載がなかった。

課・施設における改善・対応

記載漏れのため、必要事項を記載し再報
告を行った。

保護担当課生活福祉第二係長　窪田　喜成

会計室会計管理係主査　結城　茂子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・防災訓練で使用した袋をマイバッグとして再利用し、職員全体でコンビニ等でのレジ
袋の使用削減を図っている。
・ペットボトルで提供していた会議の飲料についてコーヒーやお茶を淹れる方法に変
更する等ペットボトルの削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・点検はしっかり行われ記録もされていたが、環境マネジメント推進員が確認したことを
明らかにするために点検簿に印を押す欄を設けるとよいのではないか。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし

31



新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保護担当課生活福祉第二係長　窪田　喜成

会計室会計管理係主査　結城　茂子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・従前から、施設内にごみ箱を設置せず、施設利用者等にごみをお持ち帰りいただく
運動が定着し、ごみ減量化が持続できている。これは職員と利用者との関係性が良好
であるがゆえに、協力していただけていることが推察された。
・南面等の窓は、夏にゴーヤ等による日除け、冬は日差しが入るよう撤去し節電につな
がるよう努めていた。
・会議等では、従前より飲料水を茶器等により提供することで、ペットボトル等の削減に
貢献していた。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 落合第二地域センター

監査実施日 令和2年11月5日

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）

環境マネジメント推進員 事務局長 佐藤  由基男　

　特になし

令和2年11月16日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

環境マネジメント推進員

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保育指導課支援係長　木津　奈津子

健康づくり課健康づくり推進係長　倉坪　耕作

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・空調の設定や、節水・節電等の掲示物について視覚的にわかりやすいシールを使う
工夫をしており、職員だけではなく、利用者に向けても、効果的な取組となっている。
　・館内には基本的にはごみ箱を設置しておらず、ごみの持ち帰りが徹底されている。
　・地域住民と協力しながら、施設まわりの緑化を推進している。
　・前回の環境監査の提案事項である館内の照明の対応について、使わない場所の電
灯を消す等の取組を推進するとともに、LEDへの切り替えについてもステージや貸し出
す部屋の一部について対応が進められている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 戸山生涯学習館

監査実施日 令和2年10月16日

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）

公益財団法人新宿未来創造財団施設文
化・学習課主事 矢吹　雄市郎

　特になし

令和2年10月23日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

指摘事項

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2年10月23日 環境マネジメント推進員 戸山図書館長 谷本　京子

前回監査結果

改善事項

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

保育指導課支援係長　木津　奈津子

健康づくり課健康づくり推進係長　倉坪　耕作

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・戸山生涯学習館と共に、空調の設定や、節水・節電等の掲示物について視覚的に
わかりやすいシールを使う工夫をしており、職員だけではなく、利用者に向けても、効
果的な取組となっている。
　・館内には基本的にはごみ箱を設置しておらず、ごみの持ち帰りが徹底されている。
　・除籍廃棄図書をリサイクル図書として提供する取組を引き続き実施しており、区民
からも好評を得ている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　一定の枚数を超える印刷が必要な場合には、電力使用量を抑制するため、コピー機
ではなく、ネット印刷を活用することを提案した。

区分 内容 課・施設における改善・対応

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 戸山図書館

監査実施日 令和2年10月16日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

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　大久保　良太

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・前回の環境監査の提案事項である「環境マネジメント方針の利用者への周知」や
「LED化の推進」に積極的に取り組んでおり、環境配慮活動を一層、推進させようという
意欲が感じられる。

・省エネ、省資源の推進にあたっては、利用者の協力が不可欠なため、館内告知を効
果的に行い、利用者の意識向上に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・宿泊施設という性質上、利用者へのサービス向上に努めながら省エネを一層進めて
いくのは大変難しいことであるが、今後も様々な工夫を行い、他施設のモデルとなるよ
うな取組を推進していただきたい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 箱根つつじ荘

監査実施日 令和2年9月29日

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）

環境マネジメント推進員 支配人 和田　嘉一

　特になし

令和2年10月1日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

選挙管理員会事務局次長　鈴木　祐志

住宅課居住支援係長　森　厚志

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　館内照明のLED化について、財政面での負担が出ないよう、長い期間で段階的に
進めている。そうした工夫により、令和元年度のエネルギー使用量は、猛暑にも関わら
ず夏季の使用量が前年度を下回ることとなり、削減に向けた地道な取組として評価で
きる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　これまで目標に掲げてきたクールシェアが新型コロナの影響で実施できないなか、緑
のカーテンプロジェクトへの参加を節電に向けた取組としたり、「使い捨てプラスチック
の削減」が重点推進事項となると、これを目標に掲げ、職員の意識啓発に努めるなど、
視点の切り替えが機敏である。今後も随時状況に応じた目標を設定していくことを期
待している。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 新宿歴史博物館

監査実施日 令和2年11月11日

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）

環境マネジメント推進員 学芸課長 守谷　賢一

　特になし

令和2年11月16日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

議会事務局議事係長　黒木　明子

健康部医療保険年金課庶務係主査　鈴木　伸一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・記念館内だけでなく公園部分の清掃等も職員と地域ボランティアが協働し、一体に
なってみどり保全に取り組んでいる。
・季節に合わせプランターの植替えを行うなど手入れ作業が定期的に行われており、
みどりに親しめる環境づくりに取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 佐伯祐三アトリエ記念館

監査実施日 令和2年10月30日

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）

環境マネジメント推進員 学芸課長 守谷　賢一

　特になし

令和2年11月11日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

学校運営課学校運営支援係長　皿田　紀子

健康部医療保険年金課納付推進係主査　比留間　修

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・博物館としての役割から、資料収集などは、紙ベースで保管しなければならない。そうした制
約がある中で、両面印刷の徹底や裏紙使用の推奨など、可能な限り取り組んでいる。

・施設の構造上、冷房効率と暖房効率が低い状況の中で、サーキュレータの活用など、地道な
努力をしている。環境の点はもとより、貴重な展示品の劣化を防ぎ、適切に保存するという博物
館としての使命を果たすためにも、温湿度管理が徹底されている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・施設の構造上、熱効率が低いため、猛暑期と寒冷期での対策が課題であると感じた。太陽光
を遮るよう窓際への植栽配置やガラス面への熱吸収フィルムの貼付など、できることから施設
管理部門と協議を進めてほしい。

・周辺に飲食店等店舗がないことから、職員の昼食はコンビニ等での購入に頼らざるを得ず、
弁当のごみも排出されている。容器包装などが少ない商品などを選ぶなど、なるべくごみが出
ないライフスタイルを推奨してもらいたい。

・館内の漱石カフェなどで提供する容器についても、今の在庫を入れ替える際には、使い捨て
プラスチックの使用削減に努めるよう、さらに見直してほしい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 漱石山房記念館

監査実施日 令和2年10月20日

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）

環境マネジメント推進員 漱石山房記念館係長 福田　義和

　特になし

令和2年11月15日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 館長 上田　賀之

　特になし

令和2年11月5日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 山吹町地域交流館

監査実施日 令和2年10月29日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

勤労者・仕事支援センター担当課長　袴田　雅夫

柏木子ども園主査　永井　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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・ごみの分別の徹底と、利用者のごみの持ち帰りにより可燃ごみを大幅に削減出来て
いる。
・「みどりのカーテン」の行事（園児が来て水をまいたり、ゴーヤの成長を楽しんだりす
る）を施設利用者と近隣保育園と一緒に行うことで、環境保全の意識啓発につなげ、
地域のコミニュケーションにも役立てている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・廃油を使ったろうそく作りや、牛乳パックを利用した紙すきなど利用者が環境に興味
を持てる活動メニューを、今後も継続して欲しい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

新宿駅周辺基盤整備担当課長　小川　奨

交通対策課交通企画係主査　新井　眞史

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・敷地内の落ち葉をごみとして出さずに庭で堆肥にするなど、ごみの減量に積極的
に取り組んでいる。
　・また、照明器具の交換の際は、LED照明へ交換することやみどりのカーテン（ゴー
ヤ）設置による冷房機器の節電など、省エネにも積極的に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 下落合地域交流館

監査実施日 令和2年10月30日

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）

環境マネジメント推進員　　　 館長 田辺　千鶴栄

　特になし

令和2年11月20日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 清風園長 　　　宮森　正博

　特になし

令和2年10月26日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 清風園

監査実施日 令和2年10月23日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課環境計画係長　田中　栄成　

落合第二特別出張所副所長　舟木　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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・施設利用者のごみの持ち帰りを推進し、ごみの排出量削減に積極的に取り組むこと
で、可燃ごみについて前年比約２５％減を達成している。
・「まちなか避暑地」の実施にあたり、飲料提供をガラスのコップや湯呑みを活用し、使
い捨てプラスチックを使用しないよう努めている。
・前回監査時に指摘された「フロン類使用機器の台数の誤記」について、すぐに是正
し、現在、適切な簡易点検・定期点検が実施されている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項 フロンガスを含む業務用エアコンの設置台数に誤記がみられた

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 長延保育園長 町田　圭子

　特になし

令和2年11月17日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 長延保育園

監査実施日 令和2年11月9日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

牛込保健センター業務係長　早乙女　佳江

建築指導課主査　大野　晋平

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・家庭からの協力により集めた廃材等を園児の制作活動に使用し、さらにその様子を
保護者に発信していることは、園児とともに保護者へも資源リサイクルへの関心を広げ
る取組として評価できる。
・職員が個人的なごみの持ち帰りや水筒持参を徹底して行っており、ごみ排出量及び
プラスチック製品の使用削減に積極的に取り組んでいる。
・他施設で見た環境に配慮した工夫を、園でも取り入れて実行するなど、職員の環境
に関する意識が高い。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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　

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　ごみの削減・リサイクルに努めてほしい。

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

施設課営繕計画係長　小林　啓治

東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課主査　永井　節子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・使い捨てプラスチックの使用削減に関しては、園児及び職員が飲料を水筒で持参し、ペットボト
ルのごみを出さないよう意識して取り組んでいる。また、調理室から出るプラスチックごみは、園児
の教材として再利用している。具体的には、「海の中」をテーマとした遊びの中に、プラスチックご
みをちりばめ、園児が環境問題を考える活動に役立ている。
・シュレッダーごみを利用した「うさぎのトイレ」を作ったり、各クラスそれぞれに、園児も利用しやす
い「リサイクルボックス」を備えたりと、園児が再利用を身近に感じられるリサイクル普及啓発活動を
行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 早稲田南町保育園

監査実施日 令和2年11月6日

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）

環境マネジメント推進員 　早稲田南町保育園長　 芦野　美樹

　特になし

令和2年11月11日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 早稲田南町地域交流館

監査実施日 令和2年11月6日

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

施設課営繕計画係長　小林　啓治

東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課主査　永井　節子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・電気量削減への具体的な取組が評価できる。電源スイッチに「こまめに電源を切っ
て！」などのだれにでもわかる言葉で注意事項が示されていたり、バルコニーを利用した
みどりのカーテン活動、また、棒グラフで月ごとの使用量が可視化されているなど、職員と
利用者が一体となった電気量節約への普及活動がなされている。
・プラスチックごみについては、工作などの利用者の活動の中で再利用されており、リサ
イクルについての意識が高い。
・フロン等の使用機器については、定期的に簡易点検を実施しており、適切に管理がさ
れている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
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

指摘事項

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2年11月13日 環境マネジメント推進員 館長 柘植山一久

前回監査結果

改善事項 なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 早稲田南町児童館

監査実施日 令和2年11月6日

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

施設課営繕計画係長　小林　啓治

東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課主査　永井　節子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・電気量削減への具体的な取組が評価できる。電源スイッチに「こまめに電源を切っ
て！」などのだれにでもわかる言葉で注意事項が示されていたり、バルコニーを利用した
みどりのカーテン活動、また、棒グラフで月ごとの使用量が可視化されているなど、職員と
利用者が一体となった電気量節約への普及活動がなされている。
・プラスチックごみについては、工作などの利用者の活動の中で再利用されており、リサ
イクルについての意識が高い。
・フロン等の使用機器については、定期的に簡易点検を実施しており、適切に管理がさ
れている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
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

指摘事項

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2年11月13日 環境マネジメント推進員 館長 柘植山　一久

前回監査結果

改善事項 なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

道路課工事調整係長　沖　理治

角筈特別出張所主査　髙田　淳一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・課の環境目標としている「電気使用量の削減」「節電の徹底」で照明スイッチへ番号
付けや、消灯時間帯を掲示し消灯を促したり、換気対策を実践すること等、工夫した取
組みは評価できる。
・園児や保護者の、環境保全活動を醸成するため、グリーンカーテンの育成や、資源
の再利用の取組みとして、牛乳パックや空き缶などの資源ごみをおもちゃ作りに活用
することを継続して行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 西新宿子ども園

監査実施日 令和2年10月23日

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）

環境マネジメント推進員 西新宿子ども園長 　　古川　ワカ

　特になし

令和2年10月30日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 あいじつ子ども園長 　　　　小島　喜代美

特になし

令和2年11月9日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 あいじつ子ども園

監査実施日 令和2年11月9日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

複合施設であり、子ども園が使用する業務
用エアコン室外機の特定が出来ていな
い。

課・施設における改善・対応

あいじつ子ども園以外の室外機の管理者
が不明瞭だったので確認をする。
次回の業者点検に立ち合い、室外機の型
番と照らし合わせ、再度確認をする。

教育支援課長　内野　桂子

会計室会計管理係長　加藤　潤

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・職員はマイボトルを持参、弁当のプラごみについては持ち帰ることを徹底している。
・園児自らがごみの分別を行えるようごみ箱を種類別に設置し、リサイクルやごみの分
別を意識させている。また、家庭で出た空き箱などを利用し、制作活動を行い保護者
にもリサイクルの意識をもてるよう働き掛けを行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 館長 　田中瑞雄

　特になし

令和2年11月4日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 本塩町児童館

監査実施日 令和2年11月4日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

健康政策課公害保健係長　永倉　誠一

議会事務局議事係主査　土肥　絵里 

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・電気使用量及び紙使用量は、施設改修及びコロナウイルス感染症対策のための空
調機器増設等の増要因に対し、適切な管理により使用量抑制を行っており、素晴らし
い。フロン使用冷水器点検記録も適切に管理されている。
　・緑のカーテンづくりや樹木名プレート設置を児童及び保護者とともに取り組み、実
効性のある活動を継続しており、非常に素晴らしい。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

健康政策課公害保健係長　永倉　誠一

議会事務局議事係主査　土肥　絵里 

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　電気使用量及び紙使用量は、施設改修及びコロナウイルス感染症対策のための空
調機器増設等の増要因に対し、適切な管理により使用量抑制を行っている。特にコロ
ナウイルス感染症拡大対策のため、換気と室温管理を行いながら電気使用量を適切
に管理する工夫をしており、大変素晴らしい。
　フロン使用冷水器点検記録も定期点検、作動不良対応等具体的に記録されており、
適切に管理されている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 本塩町地域交流館

監査実施日 令和2年11月4日

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）

環境マネジメント推進員 館長 田中瑞雄

　特になし

令和2年11月4日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課長　向　隆志

施設課施設保全係長　高野　和久

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　プラスチック削減の取組として、職員はペットボトル飲料ではなくマイボトルを使用し
ている。
　本年度は新型コロナウイルスの影響で行事を行えていないが、お祭り等の行事の際
にはリサイクル材料の使用や、前回利用したものをリユースするなど可燃ごみ削減に
努めており、昨年度は数値にも表れており評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　来年度は「エネルギー使用量に関する数値目標」について具体的な数値目標を設
定し、削減に取り組んでほしい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 中町児童館

監査実施日 令和2年10月22日

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）

環境マネジメント推進員 館長 渡辺　勝彦

　特になし

令和2年10月23日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 館長 渡辺　勝彦

　特になし

令和2年10月23日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 中町地域交流館

監査実施日 令和2年10月22日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課長　向　隆志

施設課施設保全係長　高野　和久

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　プラスチック削減の取組として、多くの職員がマイボトルを使用している。また、利用
者へマイボトル使用の周知や、多人数が集まる会議等で、ペットボトルのお茶等を出
すことをやめていることなどの取組が確認できた。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課長　向　隆志

施設課施設保全係長　高野　和久

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・プラスチック削減の取組として、多くの職員がマイボトルを使用している。また、利用
者へマイボトル、冷水器の使用を周知していることなどの取組が確認できた。
　・汚破損の無い図書等は利用者に提供しており、1日に20から30冊程度準備してい
る。この取組は利用者にも浸透してきており、独自の取組として評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 中町図書館

監査実施日 令和2年10月22日

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）

環境マネジメント推進員 館長 宮崎　亜古

　特になし

令和2年10月30日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 あいじつ子ども園長 　　　　小島　喜代美

特になし

令和2年11月9日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 あいじつ子ども園

監査実施日 令和2年11月9日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

複合施設であり、子ども園が使用する業務
用エアコン室外機の特定が出来ていな
い。

課・施設における改善・対応

あいじつ子ども園以外の室外機の管理者
が不明瞭だったので確認をする。
次回の業者点検に立ち合い、室外機の型
番と照らし合わせ、再度確認をする。

教育支援課長　内野　桂子

会計室会計管理係長　加藤　潤

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・職員はマイボトルを持参、弁当のプラごみについては持ち帰ることを徹底している。
・園児自らがごみの分別を行えるようごみ箱を種類別に設置し、リサイクルやごみの分
別を意識させている。また、家庭で出た空き箱などを利用し、制作活動を行い保護者
にもリサイクルの意識をもてるよう働き掛けを行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 館長 牧田瑞輝

　特になし

令和2年11月17日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 富久町児童館

監査実施日 令和2年10月22日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

学校運営課学校運営支援係長　皿田　紀子

健康部医療保険年金課納付推進係主査　比留間　修

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・お菓子やプラスチック容器、牛乳パックなどの廃材を子どもの工作に利用している点
は、ごみの削減や子ども達の環境意識を育てる上で大変良い取組である。

・環境法令重点項目遵守チェック表に基づき、業務用フロン使用機器の管理が適切に
なされている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・資源削減に取り組み、削減できたところや削減できなかったところがあるが、その要因
について意識して取り組んで欲しい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

次年度については、今年度の目標をまとめるなどの見直しを行い、新
たな目標設定について検討されたい。

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

児童館（施設管理者）の環境目標が、電気、ガス、水道の使用量削減であるので、照明、空
調、水道の使用について、使用量削減に向けた対策を検討されたい。

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

学校運営課学校運営支援係長　皿田　紀子

健康部医療保険年金課納付推進係主査　比留間　修

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・園児たちに分別やリサイクルの大切さに気づき関心を持つよう意識づけるため、清掃
センター職員によるリサイクル学習会を行っている。

・令和2年4月に使い捨てプラスチックの使用削減が重点推進事項に位置付けられた
が、紙コップのお茶の推奨やマイボトルの持参など既に取組を行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・定員の拡大や可燃ごみ（おむつ）の処分変更など各使用量の削減は大変厳しい状
況であることは理解できるが、上半期の実績等を職員に周知するなど、さらに職員の
意識の向上に努めて欲しい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 富久町保育園

監査実施日 令和2年10月22日

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）

環境マネジメント推進員 園長 米山　厚司

　特になし

令和2年11月16日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員

　特になし

令和2年11月12日 中落合子ども家庭支援センター館長 石川正直

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 中落合子ども家庭支援センター

監査実施日 令和2年10月26日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

議会事務局議事係長　黒木　明子

健康部医療保険年金課庶務係主査　鈴木　伸一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・プラごみの発生を防ぐため、職員に対してマイボトル・マイバック持参を推進してい
る。また、施設の利用者に対しては、お祭りなど交流の場でマイカップの持参を推進し
ている。
・ごみ箱を館内に置かず、ごみは利用者に持ち帰ってもらう様にして、利用者にも環境
に対する意識啓発を行っている。
・フロン等使用機器について、適切な維持管理を行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 館長 　　　吉田　和彦

　特になし

令和2年11月12日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 中落合地域交流館

監査実施日 令和2年10月26日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

議会事務局議事係長　黒木　明子

健康部医療保険年金課庶務係主査　鈴木　伸一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・印刷用紙の削減のために、Ａ４のチラシをサイズ変更し割付印刷で作成した。結果、
令和元年度は前年度比13%削減できている。
・プラごみの発生を防ぐため、高齢者クラブ等で利用者に配布する飲み物をペットボト
ルから紙パックへ変更している。
・ごみ箱を館内に置かず、ごみは利用者に持ち帰ってもらう様にして、利用者にも環境
に対する意識啓発を行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 中落合第二保育園長 甲田奈緒美

　特になし

令和2年11月11日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 中落合第二保育園

監査実施日 令和2年10月26日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

議会事務局議事係長　黒木　明子

健康部医療保険年金課庶務係主査　鈴木　伸一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・環境教育に力を入れ、子ども達に紙を大切に扱うことを指導するために、牛乳パック
や包装紙などありとあらゆる廃材料を再利用し、ごみを全く出さない取組が徹底されて
いた。また、家庭で不要になった廃材を回収し制作活動することにより、保護者にも環
境意識を高める工夫を行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし

58



新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課環境計画係長　田中　栄成

会計室会計審査主査　宮下　恭子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・新型コロナウイルス感染症に対応し、膨大な事務が発生している中でも、ごみの分別
の徹底など、可能な限りの環境配慮活動に取り組んでいることが評価できる。
・健康部分室について、都との合同庁舎であるため、省エネ・省資源の成果が見えにく
い状況ではあるが、建物所管部署として衛生課と連携し、施設の適正な管理に努めて
いる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 健康政策課

監査実施日 令和2年10月22日

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）

環境マネジメント推進員 健康政策課長 組澤　勝

　特になし

令和2年10月26日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課環境計画係長　田中　栄成

会計室会計審査主査　宮下　恭子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・ブラインドの開閉を丁寧に行い、夏は日射を防ぎ、冬は日光を積極的に取り入れるな
ど、経費の掛からない省エネ活動に取り組んでいる。
・プラスチックごみの削減を目標に設定し、梱包材やクリアファイルなどの再利用に取り
組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 新宿自治創造研究所担当課

監査実施日 令和2年10月22日

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）

環境マネジメント推進員 新宿自治創造研究所担当課長 　廣井　孝年

　特になし

令和2年10月28日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課環境計画係長　田中　栄成

会計室会計審査主査　宮下　恭子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・「研修運営時の環境配慮」という施設の実態にあった目標を立て、白黒両面印刷を
基本とし、今後、割り付け印刷も検討するなど用紙の削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・複数年にわたり、同一の目標設定がされている。PDCAを行った上で同一目標を立て
ることは良いが、達成状況（評価）も同一の記載がされていることから、経年の活動評
価が見えにくい状況となっている。ヒアリングでは、さまざまな活動の工夫を行っている
ことがわかったので、今後は、活動報告書に盛り込むよう検討されたい。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 人材育成センター

監査実施日 令和2年10月22日

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）

環境マネジメント推進員 人材育成センター所長 大柳　雄志

　特になし

令和2年10月26日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 衛生課長 野島　雅史

　特になし

令和2年10月27日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 衛生課

監査実施日 令和2年10月22日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

環境対策課環境計画係長　田中　栄成

会計室会計審査主査　宮下　恭子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・デジタルサイネージの活用など、事業周知を工夫し、用紙の削減に努めている。
・係長会を通じて環境マネジメント活動を周知するなど趣旨の徹底に取り組んでいる。
・前回監査の提案事項にあった劇物等の台帳管理を改善するなど、業務用フロン類
使用機器も含めて、環境法令重点項目を適切に管理している。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 牛込保健センター

監査実施日 令和2年10月27日

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

ごみ減量リサイクル課長　小野川　哲史

中央図書館利用者サービス係長　内村　知子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

前回指摘のあった冷水器の管理については、点検簿を作成したうえで、閉庁時の見
回りルートに組み入れて日々確認しており、効果的な対応が行われている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

庁舎建て替えにあたり、冷水器等のノンフロン化も選択肢として検討いただけると良い
のではないか。
複合施設のため、生活実習所・保育園と随時情報交換を行い、今後も環境配慮に取り
組んでいただきたい。

区分 内容 課・施設における改善・対応

指摘事項
1階待合スペースの冷水器に業務用フロンが使用されていることが認
識されていなかった。法に基づき適正管理すること。

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2年11月1日 環境マネジメント推進員 牛込保健センター所長 徳永　創

前回監査結果

改善事項 なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 所長 佐々木　政人

特になし

令和2年11月5日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 新宿生活実習所

監査実施日 令和2年10月27日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

「新宿区環境マネジメント方針」について
は、所管課等に確認し、最新版の令和2年
度版に交換していただきたい。
環境法令重点項目遵守チェック表の「業
務用フロン使用機器の管理」のシートにつ
いても、今後「遵守」または「該当なし」の
整理を行っていただきたい。

課・施設における改善・対応

監査後、直ちに環境マネジメント事務局に
問い合わせ、令和2年度版を交換便で
送って頂くように依頼をした。
「業務用フロン使用機器の管理」のシート
上では「遵守」や「該当なし」の確認を徹底
していく。

ごみ減量リサイクル課長　小野川　哲史

中央図書館利用者サービス係長　内村　知子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

エコキャップの回収をはじめ、保護者にも広く呼びかけてリサイクルを推進している点
が評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

複合施設のため、牛込保健センター・保育園と随時情報交換を行い、今後も環境配慮
に取り組んでいただきたい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

指摘事項

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2年11月2日 環境マネジメント推進員 弁天町保育園長 武田　幸子

前回監査結果

改善事項

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

ごみ減量リサイクル課長　小野川　哲史

中央図書館利用者サービス係長　内村　知子

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

環境マネジメント方針を職員間で回覧のうえ、職員の目につく場所に掲示している点
が評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

複合施設のため、牛込保健センター・保育園と随時情報交換を行い、今後も環境配慮
に取り組んでいただきたい。

区分 内容 課・施設における改善・対応

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 弁天町保育園

監査実施日 令和2年10月27日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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2年10月28日 新宿リサイクル活動センター所長 今関　隆也環境マネジメント推進員

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 新宿リサイクル活動センター

監査実施日 令和2年10月20日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

戸塚特別出張所長　佐藤　陽一

あいじつ子ども園主査　黒澤　和子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　職員定例会でエネルギー使用量の実績・増減の分析を可視化して報告し、不要な
場所の消灯の徹底、各種スイッチに省エネ啓発ステッカーを付ける等、職員の意識向
上を図り、使用量の削減につなげている。また、同居する高田馬場福祉作業所に使用
量の実績・増減の分析を定期的に提示している連携した取組も、評価できる。
　さらに、前回の環境監査にて提案・改善事項に挙げられた利用者に対する取組につ
いては、イベントや環境講座等を通じて３Rの意識啓発を行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

利用者に対する意識啓発・資源等の節約に向けた取り組み推進なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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2年10月28日 環境マネジメント推進員 所長 有本　勝弘

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 高田馬場福祉作業所

監査実施日 令和2年10月20日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

戸塚特別出張所長　佐藤　陽一

あいじつ子ども園主査　黒澤　和子

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・当該施設において製造・販売しているパンの廃棄量「ゼロ」を目標とし、外部販売等
に積極的に取り組んでいること、販売時にエコバックの使用を推奨し定着していること
は、評価できる。
　・また、前回の環境監査にて改善事項として挙げられた可視化しやすい目標設定に
ついて、コピー用紙の節約等具体的に数値化して取り組まれている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

可視化しやすい施設の特性を踏まえた目標設定なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 新宿清掃事務所長 　 　中山　順子

　特になし

令和2年11月10日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 新宿清掃事務所

監査実施日 令和2年10月28日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

衛生課食品監視第二係長　遠山　直人

生活福祉課生活支援係長　平野　克

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　令和元年度の水使用量が前年比11％減となった。所内随所に貼られた節水の呼び
かけによる効果が出たものと評価できる。
　業務用フロン使用機器（業務用エアコン19台）については、適切な設置・維持・点検
がなされていたほか、記録も適切に保管されている。
　夏季の水分補給用として粉末スポーツ飲料を作業職員に配布していることは、間接
的に使い捨てプラスチックの使用削減につながることであり、評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策として所内の換気が求められている一
方、業務の性格上、冷暖房による温度調整は特に必要であるため、電気使用量は増と
なることが見込まれる。今後も引き続き適切な温度管理、照明等に係る節電対策に努
められたい。
　業務用エアコンについては、今後も引き続き適切な管理を徹底されたい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 鶴巻図書館長 伊藤　正志

　2カ月間の改修工事があり、簡易点検の
期間が3カ月以上空いてしまいましたが、
今後は施設管理委託先と連携して適切に
実施いたします。

・令和元年度に図書館の改修工事があっ
たため、業務用フロン使用機器の簡易点
検が3か月以上の期間が空いてしまってい
た。

令和2年11月15日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 鶴巻図書館

監査実施日 令和2年10月26日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

・令和元年度から指定管理者が変わった
ことで、引継ぎ等の漏れが見られ、様式２
及び様式２－３が作成されていなかった。

課・施設における改善・対応

様式2及び様式2-3については、ご指摘を
踏まえ、今後は遺漏がないよう環境マネジ
メント推進員と環境マネジメント担当員が
互いにチェックしながら記載いたします。

東新宿保健センター業務主査　嶋田　弘美

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・除籍となった本をリサイクル本として利用者に提供する取組を継続して行っている。
提供開始日を固定したり、入口に配置するなどの工夫により取組が定着していることが
確認できた。
・環境マネジメント担当員が電気・水道などの使用量を定期的に確認し、昨年度と比べ
て増減があった場合には、月１回の全体会の際に職員に呼びかけを行い、積極的に
環境保全に取り組んでおり評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

牛込保健センター業務係長　早乙女　佳江

建築指導課主査　大野　晋平

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　雨水タンクを使用した雨水の利用や太陽光パネルを使用した太陽光発電の利用
等、各児童が学校生活を送る中で、環境に関して考える機会を与えられるような取組
を行っている。
　また、教室ごとにごみの分別BOXを設ける取組を行っている。さらに、日ごろから教
室の照明及び空調のスイッチをこまめに切ることを職員全体にも周知させ、建物全体
でエネルギー使用量削減への意識を高めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 市谷小学校

監査実施日 令和2年11月10日

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）

環境マネジメント推進員 市谷小学校長 泉﨑　直之

理科室製氷機（１台）の簡易点検簿を作成
していなかったので、早急に作成し、点
検・保存を行った。３ヶ月に一回の簡易点
検を確実に行っていく。

業務用フロン使用機器である製氷機（1
台）について他の使用機器同様に簡易点
検簿を作成し保存する必要がある。

令和2年11月16日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

牛込保健センター業務係長　早乙女　佳江

建築指導課主査　大野　晋平

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　再利用可能な紙などを分別回収し、それらを工作などで再利用するような取組や水
の使用を制限できるような取組など、環境に配慮した取組が職員及び園児たちの行動
に確実に定着していると感じられた。
　また、様々な植物の栽培等、自然や環境を大切にする活動を、園児たちに楽しんで
身に着けさせるような教育的な取組も継続して行っている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 市谷幼稚園

監査実施日 令和2年11月10日

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）

環境マネジメント推進員 市谷幼稚園長　 泉﨑　直之

　特になし

令和2年11月17日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 鶴巻小学校長 佐藤　弘明

　特になし

令和2年11月11日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 鶴巻小学校

監査実施日 令和2年11月2日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

防災都市づくり課長　金子　修

総務課総務主査　黒川　哲

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・環境日記やごみ絵画展のほか、ごみ箱にわかりやすい絵を貼り、学校全体でごみの
分別に取り組むなど、児童への環境教育に力を入れて取り組んでいる。
・夏の暑い時期は、暑くなりやすい上の階から下の階に教室を移動し、コロナ禍の中、
換気をしながら、工夫をして授業を実施した。
・パソコンを用いて職員会議を行い、ペーパーレス化に積極的に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　小学校及び幼稚園で行っている様々な活動が、校舎内で実施されている他の事業
（学童クラブ、放課後子ども家庭ひろば）や地域にも良い影響となるよう、引き続き環境
配慮の積極的な取組に期待したい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

指摘事項

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2年11月11日 環境マネジメント推進員 鶴巻幼稚園長 佐藤　弘明

前回監査結果

改善事項

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

防災都市づくり課長　金子　修

総務課総務主査　黒川　哲

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・清掃事務所によるスケルトンのごみ収集車の見学や、ごみ箱にわかりやすいイラスト
を貼り、園児がごみの分別をしやすいように工夫するなど、環境学習に取り組んでい
る。これらの様々な取組を保護者とともに実施しており、地域的な広がりが期待される。
・裏紙利用や文書の回覧、メール等を活用し、紙の使用量を抑える取組を日頃から実
践している結果、毎年度、紙使用量を減らすことができており、評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　小学校及び幼稚園で行っている様々な活動が、校舎内で実施されている他の事業
（学童クラブ、放課後子ども家庭ひろば）や地域にも良い影響となるよう、引き続き環境
配慮の積極的な取組に期待したい。

区分 内容 課・施設における改善・対応

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 鶴巻幼稚園

監査実施日 令和2年11月2日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

介護保険課資格係長　佐藤　まゆ子

若松町特別出張所主査　柚原　勇一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・「子どもの集い」イベントでは、ごみを出さないことを念頭に出し物を決定するなどごみ
の減少、リサイクルの推進を重視して取り組んでおり、児童にもその意識付けが図られ
ている。
・新宿区主催の「みどりの小道」環境日記に４年生が参加し、日頃から身近な地球環境
について、考えるように意識付けしている。
・４年生が「緑のカーテン」を実施し、冷房の使用量削減に努めている。
・教職員は水筒を持参し、ペットボトルの使用削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 牛込仲之小学校

監査実施日 令和2年10月13日

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）

環境マネジメント推進員 牛込仲之小学校長 勝沼　康夫

　特になし

令和2年11月6日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 牛込仲之幼稚園長 勝沼　康夫

　特になし

令和2年11月11日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 牛込仲之幼稚園

監査実施日 令和2年10月13日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

介護保険課資格係長　佐藤　まゆ子

若松町特別出張所主査　柚原　勇一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・保育室だけでなく遊戯室などの共用スペースについても小まめに消灯しているほか、緑の
カーテンも実施しており、有効性が認められる。
・水遊びをした残り水で花壇などに水やりをしており、細やかな配慮が見られる。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、頻繁に手洗いしているが、水を流しながらでは
なく小まめに蛇口を止めるよう児童を指導しており、節水を図ると共に児童の意識づけにつな
がっている。
・職員は水筒を持参しているほか、来客には茶碗でお茶を出すなど、使い捨てプラスチックの
使用削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 富久小学校長 井口　美由紀

今回の指摘を受けて、今後は6月、9
月、12月、3月と点検月を決めて点検
を実施することを確認し、改善につな
げることができた。

業務用フロン使用機器の簡易点検につい
て、年４回は点検を行っていたが、点検日
の属する月の翌月１日から起算して３か月
以内に実施していない事例があった。

令和2年11月10日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 富久小学校

監査実施日 令和2年10月26日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

東新宿保健センター業務主査　嶋田　弘美

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

コロナ禍で必要になったハンドソープが入手困難の際、家庭にあったハンドソープの
詰め替え容器を保護者から寄付してもらい、容器の再利用に努めた。
また、ホワイトボードやカーテンを活用して、空調の節電をしたり、不要品を活用して飛
沫防止の仕切りを手作りするなど、コロナ禍で必要になった物品を既存の物を活用す
る工夫が認められた。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

今年度も昨年度と同じ目標が設定されていたが、目標の評価・対策を踏まえた目標
設定となるよう、具体的な数値目標を設定した方が良い。

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

介護保険課給付係主査　沖山　由美子

環境対策課環境計画係主査　大久保　良太

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　紙使用量の削減を図るため、職員会議における資料については電子で共有・閲覧し
たり、保護者向けの通知等については一斉メールの活用やHP上への掲載といった取
組を行っている。
　また、教室移動に際し、空室となる部屋の電気を消灯する担当を予め設けることで、
電気使用量の削減に努めている。
　さらに、給食の配膳時に苦手な野菜等があれば予め申し出るようにして、その分を他
の子どもによそうなど、食品ロス削減に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 四谷小学校

監査実施日 令和2年10月12日

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）

環境マネジメント推進員 四谷小学校長 石井　正広

　特になし

令和2年10月14日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

紙使用量の28年の実績の「記入漏れ」があったので、加筆・修正して
ください。

環境法令の管理の対象物品であるフロン類使用機器が実際はある
ものの活動報告書には「該当なし」と誤記載があった。（管理・点検は
適切になされていたのは確認できたのでその点は問題なし）

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

介護保険課給付係主査　沖山　由美子

環境対策課環境計画係主査　大久保　良太

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　子どもたちやその保護者、さらには地域の民生委員に対し、子ども園での牛乳パック
や空き箱等の回収を呼びかけ、集まった資源ごみを子ども達のおもちゃ作りに活用す
るなど、資源の再利用に積極的に取り組んでいる。
　また、残業時や子ども達のお迎え待ちに際し、新型コロナウイルス感染症対策に留
意しつつ、できるだけ一部屋に集まり利用する部屋を減らすことで、積極的に電気使
用量の削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 四谷子ども園

監査実施日 令和2年10月12日

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）

環境マネジメント推進員 四谷子ども園副園長 酒匂　恵美

　特になし

令和2年10月15日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

子ども総合センター発達支援主査　坂井　孝司

都市計画課都市計画主査　高松　美香

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・職員会議の際、資料の閲覧で学校イントラを活用するなどペーパーレス化を継続
的に進めていることが評価できる。
　・職員夕会でマイボトル、マイカップ、エコバッグの利用について周知し、ペットボトル
用ごみ箱を校内１か所にしている。また、環境教育の中で、子どもたちにも働きかけて
いる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・環境目標の設定の際、エネルギー使用量に関して数値化できるものを目標とするとよ
い。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 戸山小学校

監査実施日 令和2年11月19日

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）

環境マネジメント推進員 戸山小学校長 百合野　壽郎

　特になし

令和2年11月24日

なし あり

ありなし

79



新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 落合第二小学校長 橋本　則子

特になし

令和2年11月12日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 落合第二小学校

監査実施日 令和2年11月10日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

子ども家庭課企画係長　近　亜矢

落合第一特別出張所主査　宮川　智

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

「落合の里での稲作体験」、「花いっぱい運動」では、地域住民と一緒に収穫や植栽を
行っており、環境学習を通じて、地域協働を実践している。また、児童が、学年でそれ
ぞれの食物や植物を育てており、緑化や食育への理解を深める良い機会となってい
る。
「業務用フロン使用機器の管理」、「毒物・劇物の管理」について、環境法令に基づき、
職員が適切に管理しており、環境法令重点項目遵守チェック表もきちんと作成されて
いる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

紙使用量について、平成31年度は業務の関係で増加となった。今年度は、職員会議
でパソコンによる資料閲覧を行っており、ペーパーレス化に取り組むとともに、会議時
間の短縮にも繋がっている。今後も電子データによる情報共有を促進し、更なる紙使
用量の縮減に努められたい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保育指導課長　髙橋　美由紀

新宿清掃事務所管理係長　山村　淳一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・恵まれた自然環境を生かすとともに、ドローンを導入するなど、先進技術を利用して
環境教育を行っており、生徒が興味を持てるような工夫がみられる。
・教室ごとに分別されたごみを、教諭と生徒で再度、再確認しながら集積することで、
分別に対する意識、知識を育む取組を行っている。
・職員会議の資料やミーティングの伝達事項を電子化し、ペーパーレス化を徹底して
いる。
・遮光シートを日差しの強い事務室の窓に張るなど、光熱費の削減に努めている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　冷暖房機器の特性を踏まえた省エネルギー運転について調査し、実践することでよ
り効率的に消費エネルギーの削減ができると思われる。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 落合第四小学校

監査実施日 令和2年10月26日

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）

環境マネジメント推進員 落合第四小学校長 本間　基史

特になし

令和2年11月9日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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

前回監査結果

改善事項

指摘事項

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

保育指導課長　髙橋　美由紀

新宿清掃事務所管理係長　山村　淳一

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・水遊びの水を草木の水やりに使用したり、育てたサツマイモの蔓を教材として使用す
るなど、幼児が自然と環境保護に触れることができるよう工夫している。
・芝生広場での虫観察など環境教育に力を入れている。
・家庭から出る廃材（ペットボトルの蓋やプラスティック容器など）を工作活動などに利
用することで、３Ｒの取組に関し、家庭との連携を深めている。
・ごみの分別をわかりやすい絵で示すことで、園児であっても容易に理解できるような
工夫をしている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　冷暖房機器の特性を踏まえた省エネルギー運転について調査し、実践することでよ
り効率的に消費エネルギーの削減ができると思われる。

区分

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 落合第四幼稚園

監査実施日 令和2年10月26日

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）

環境マネジメント推進員 落合第四幼稚園長 本間　基史

　特になし

令和2年11月9日

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 落合第六小学校長 加藤　雄一

　設備管理担当者が簡易点検簿の存在を
認識していなかったことによる。簡易点検
簿の様式を確認して点検するように指導。

業務用冷凍・冷蔵機器、冷水器につい
て、簡易点検簿がない。

令和2年11月4日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 落合第六小学校

監査実施日 令和2年10月20日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

消費生活就労支援課長消費生活就労支援係長　染谷　孝

保護担当課査察指導主査　萱沼　瑞城

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

・水使用量の削減への取組を行っている。（屋上農園を廃止し、植生を校庭に移すな
ど）
・生徒数の増加（前回監査時比＋１００名強）に比して紙使用量は微増にとどめてい
る。裏紙利用の徹底や会議のペーパーレス化などの取組を行っている。
・電気使用量の軽減への取組として徹底したスイッチングや職員室のお湯のポットを
電気から保温タイプへ変更、緑のカーテン栽培などが行われている。
・理科準備室の薬品についてはSDSマニュアルを備え、また施錠も部屋と金庫の二重
体制で保管している。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

・令和２年度から設定することになっている「エネルギー使用量に関する数値目標（電
気使用量の削減）」が設定されていないので設定されたい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 西新宿小学校長 長井　満敏

　特になし

令和2年10月15日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 西新宿小学校

監査実施日 令和2年10月13日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

地域福祉課福祉施設係長　梶　正男

景観・まちづくり課主査　牛久保　真由美

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　学校全体による継続的な節電などへの取組により、エネルギー使用量が削減してい
る。また、紙の裏面活用の徹底や電子媒体の活用により、紙使用量も削減された。
　環境日記・絵画展やみどりのカーテン事業に、保護者や児童とともに継続的に参加
し、環境保全意識の向上に取り組んでいる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

　マイボトル・マイバッグの使用を教職員や保護者へ呼びかけるなど、使い捨てプラス
チックの使用削減に向けた取組を推進してほしい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 牛込第一中学校長 福田　忠春

　特になし

令和2年11月11日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 牛込第一中学校

監査実施日 令和2年11月10日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

特になし

課・施設における改善・対応

税務課課税第一係長　苅和野　直子

榎町特別出張所副所長　矢野　勝之

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

①グリーンカーテンとしてゴーヤやパッションフルーツ等を育てたり、中庭の花壇では、生徒と教職
員の手によって季節ごとの野菜や草花が綺麗に整備されている。学校全体で環境緑化に努めてい
ることが見受けられた。また、グリーンカーテン等で育った実は職員や生徒が食べることで「食育」と
しても活用されていることは評価できる。
②水道周りには、生徒が作成したポスターを張るなど、水の使用量削減に学校全体で取り組んでい
る。
③校内周知文書等をデータで共有するなどし、ペーパレス化に取り組んでいる。また、リサイクル
ボックスに分かりやすく表示をし、使用後の紙を細かく細分化して仕分けることで、裏面利用の推進
を図りつつ、さらに、ごみと資源を徹底して仕分けることができている。ごみと資源の分別の意識づけ
が職員に浸透している。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

校舎が古いため廊下等暗い箇所がある中で照明に係る電気量の削減に努める必要がある。予算と
の調整もあるが、機器の更新時にはLED化を進め、また常時点灯が必要でない箇所にはセンサー
ライトを設置するなどして効果的な照度を確保しつつ、電気消費量の削減につなげることが必要で
ある。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 落合中学校長 　　　岩永　章

　特になし

令和2年11月11日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 落合中学校

監査実施日 令和2年10月30日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

毒劇物等の薬品管理簿において、未開封
品数等の記載方法を統一し、現況の在庫
量をわかりやすくしてほしい。

課・施設における改善・対応

薬品管理簿の記載項目に記入漏れ等が
あるなど記載方法が統一されていなかった
ため、購入量・使用量・保管量の各項目を
漏れなく記載することにより、常に現況の
在庫量が把握できるように改善する。

衛生課食品監視第二係長　遠山　直人

生活福祉課生活支援係長　平野　克

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

e-ライブラリーやイントラ掲示板の利用による、紙削減の取組は評価できる。
中学の授業において新宿区の環境マネジメントシステムの取組が取り上げられてお
り、生徒への周知が図られている。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

今年度は、中学生徒のおとめ山公園の自然観察が新型コロナ感染症の影響で中止と
なったが、コロナ収束後は環境学習として再開されたい。
冬季を迎えるにあたり、新型コロナウイルス感染症の予防及びエネルギー使用量の増
加抑制のために、適切な換気と暖房機器の効率的な運転に努められたい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 西新宿中学校長 郡　吉範

特になし

令和2年10月28日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 西新宿中学校

監査実施日 令和2年10月20日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

　「紙使用量実績」が平成29年度から平成
30年度にかけて大幅に増加（約20％）して
いるにもかかわらず、その分析がなされて
いなかった。
　令和2年度の目標に「紙使用量の5％削
減」を設定しているが、過年度実績の分析
をした上で、適切な目標を設定すること。

課・施設における改善・対応

　使用量が増加している紙の使用量の削
減を図るため、職員会議資料などのペー
パーレス化を推進していく。
　また、今後は過年度実績の分析を確実
に行った上で、適切な目標を設定する。

介護保険課給付係主査　沖山　由美子

環境対策課環境計画係主査　大久保　良太

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　校内の蛍光灯が故障した場合に、電気使用量の削減に向けて積極的にＬＥＤ化す
る取組を継続している。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

特になし

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

なし あり

ありなし
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新宿区環境マネジメント

様式４

環境監査員

環境監査員

●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）

環境マネジメント推進員 新宿養護学校長 門脇　伸也

特になし

令和2年11月16日

環 境 監 査 報 告 書

監査対象課・施設 新宿養護学校

監査実施日 令和2年10月19日

　環境監査が完了したため、下記のとおり環境マネージャーあて報告します。

内容

　前回の環境監査での指摘にも関わらず、
目標値が具体的に設定されていない。
　児童・生徒数の変動による影響が大きい
「紙使用量の削減」については、1名あたり
の使用量で評価するなど、具体的な目標
を設定することが望ましい。

課・施設における改善・対応

　前年度の紙使用量を確認するとともに、
児童・生徒数や教員数と紙使用量の関係
について調査し、具体的な目標設定を行
えるようにする。

選挙管理員会事務局次長　鈴木　祐志

住宅課居住支援係長　森　厚志

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）

区分 内容

優良事項

(課・施設独自の取組など優良
事例と判断される事項)

　・冷暖房のスイッチをタイマー設定することでガス使用量の抑制を図るとともに、生徒
会活動で「スイッチOFF運動」を展開することにより、児童・生徒から教員へ声掛けを通
じて教職員の意識を啓発するなど、目標を達成することだけで終わらせようとしない姿
勢は高く評価できる。
　・紙使用量の削減に向けて、会議資料の電子データ化を、システムの更新等による
改善を重ねながら実践している点についても、評価できる。

提案事項

（課・施設の取組向上につ
ながる提案事項）

 ガス使用量に関しては、数値目標を明記することで、取組による効果を一目で検証で
きるようにしてほしい。

区分

前回監査結果

改善事項

指摘事項

目標値が具体的に設定されていない。目標に掲げている「紙使用量の削減」について前年度
の結果等を踏まえた具体的な目標値を定め達成状況の確認及び評価を行うことが望ましい。
　例：前年度比●%など

なし あり

ありなし
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