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平成３０年９月１８日 

 

八王子市長 石 森 孝 志 殿 

八王子市役所環境マネジメントシステム 監査チーム 

主任監査員 谷村 伸一 

副主任監査員 青木 一浩 

副主任監査員 江崎美枝子 

 

八王子市役所環境マネジメントシステム監査 報告書 
 

 

平成３０年度八王子市役所環境マネジメントシステムの監査結果について、以下のとおり

報告いたします。 

 

１ 監査日程 

平成３０年７月１７・１８・１９・２０・２３・２６日 計６日間 

 

２ 監査対象 

  行財政改革部、福祉部、健康部、産業振興部、資源循環部、都市計画部、道路交通部、

選挙管理委員会事務局、監査事務局、図書館部、子ども家庭部 保育園（長房中央、元八王

子、恩方、みなみ野、北野 5 園）、児童館（南大谷、元八王子、中野、北野、川口 5 館）、学童

保育所（川口、楢原、横川、上川口、第九、からまつ、上柚木、中山、城山、長沼、由木東、元八

王子東、由井かたくら、恩方西、恩方東、椚田、横山第一 17 施設）、学校教育部 小学校（上川

口、美山、楢原、松枝、加住、由井第一、由井第二、由井第三、長沼、片倉台、高嶺、みなみ野小、

七国小、みなみ野君田、浅川、東浅川、由木中央、由木東、由木西、鹿島、松が谷、中山、柏木、

南大沢、宮上、秋葉台、別所、愛宕、松木、下柚木、上柚木、長池、鑓水、高尾山学園 全 34 校） 

 

３ 監査チーム 

  市民監査員（環境推進会議委員）15名、市民監査員（地球温暖化防止活動推進員）8名、

環境専門家 1名、市職員（庁内環境調整委員会幹事会委員）14名 

 

４ 監査内容 

 八王子市役所環境マネジメントシステムにおいて、八王子市役所エコアクションプラン

を効果的に推進するため、各所管及び施設で環境配慮行動に直結した温室効果ガスの削減

に向けて目標を設定し、取り組んでいる。この取組について、環境推進監督者・環境推進

責任者・環境推進員のそれぞれが役割を認識して、環境配慮行動が着実に実行できている

かを確認するため、市民監査員が参加した監査チームにより監査を実施した。 
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５ 監査結果 

 

※保育園、児童館、学童保育所、小中学校はそれぞれ 3グループに分け、3年に 1

グループずつ行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象部等 評価

行財政改革部 ○

福祉部 ○

健康部 ○

産業振興部 ○

資源循環部 ○

都市計画部 ○

道路交通部 ○

選挙管理委員会事務局 ○

監査事務局 ○

図書館部 ○

保育園（長房中央、元八王子、恩方、みなみ野、北野　5園） ○

児童館（南大谷、元八王子、中野、北野、川口　5館） ○

学童保育所（川口、楢原、横川、上川口、第九、からまつ、上
柚木、中山、城山、長沼、由木東、元八王子東、由井かたく
ら、恩方西、恩方東、椚田、横山第一　17施設）

○

学校教育部　小学校（上川口～高尾山学園　全34校） ○



 3 

（１）全体を通して 

平成 29 年度より八王子市役所環境マネジメントシステム（H-EMS）がスタートしてから

１年が経過しました。監査の結果、様々な部署でこれまで続けてきた環境配慮の取組が維

持されていることが確認できました。 

特に優れている（◎）と評価された取組は、他の部署に比べ環境配慮に対し、職場全体

で意欲的に取組を行っており、問題意識を高く持ち、職員間で一丸となって取り組んでい

ました。 

また、◎の評価にはなりませんでしたが、部で共有して紙を購入している所管で、紙の

使用量削減のためケースに番号を振り、各課の使用状況を見える化し、意識付けを図って

いる良い取組がありました。すぐにできる取組ですので、他の部署でも取り入れてみては

どうでしょうか。 

一方、建物の一部分だけを使用している施設では、当該施設のみの電気使用量が把握で

きず、電気使用量 1.5％削減を目標に設定することは難しいこともあり、効果的な目標を

設定し取り組んでください。 

今回の監査は、記録的猛暑による熱中症対策や水温が上がりすぎてプールが実施できな

いなど、地球温暖化に適応するための現場職員の苦労を感じました。省エネルギーと安全

対策を両立させるため、室温を管理しながら体調管理や暑さ対策に努めてください。また、

夏季に増加したエネルギー使用量は、他の時期に削減できるようアイデアを出し合い、年

間ベースでのエネルギー使用量削減に取り組んでいくようお願いいたします。 

 

（２）評価の状況 

ア 全体評価 

今回の監査は、全 10部と保育園、児童館、学童保育所、小学校について実施しました。

評価は、すべての部で「良好だった（○）」の評価でした。「改善要望（△）」および「勧告

（×）」と評価したところはありませんでしたが、環境への意識が低いと感じる部署もあり

ましたので、再度業務を見直すきっかけとして環境への配慮に取り組んでください。 

 

イ 個別評価 

個別の各部署の取組について「特に優れている（◎）」と評価した数は 7個でした。ほと

んどの取組は、小さな問題意識からできることなので、他の部署でもムダを見つけたら、

環境への影響を考え、どのような取組が環境配慮に繋がるかを意識して取り組んでくださ

い。監査員が評価した各部署の内容は、総合コメントにまとめています。 
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６ 個別所見 

 

（１）特に優れている（◎） 

対象名 評価 所見 

川口図書館 ◎ 
その日の天候に合わせて、温度調整をするなど空調管理を徹底していま

す。地道な努力の積み重ねで、電気使用量削減目標を達成しています。 

浅川小学校 ◎ 

虫の進入を防ぎ、空気が循環できるよう全ての窓に網戸を設置し、窓の開

閉をしやすいように工夫しています。毎日窓を解放して、部屋の温まった

空気を循環させ、エアコンを効率的に使用しています。また、保護者や地

域も巻き込んだ協働により、リサイクル環境教育を活発に実施出来てお

り、環境意識を高く持ち行動しています。 

由木中央小学校 ◎ 

地球温暖化防止に取り組むには、まず○％削減という数値を見せるよりも

職員の行動を変えさせることが大事と考え、行動しています。全校のエア

コンのフィルター清掃を保護者協力のもと実施したり、印刷室に紙がムダ

にならないよう日焼け防止のための遮光カーテンを設置したり、各階教室

の室温を測定して、どのくらいのエアコン温度が適切かを考えたり、環境

配慮行動について考えられる事を実践していることがすばらしいです。 

財産課 ◎ 
独自の H-EMS ハンドブックを作成し、何をすべきかが分かりやすいよう

ピックアップし職員に周知し意識を高めています。 

宮上小学校 ◎ 

低学年はソラマメなどの野菜の皮むき、中学年は段ボールコンポストによ

る肥料づくり、高学年は田んぼづくりをするなど、循環した活動を実践し、

環境意識の向上、食育にも役立てています。 

由井第二小学校 ◎ 
環境マネジメントシステムのハンドブックを A3 で抜粋したものを作成

し、何をすべきかをわかりやすいように職員全体で共有しています。 

別所小学校 ◎ 

子どもたちが主体となり、環境委員会、資源回収委員会が組織化され、消

灯シールや消灯するイラストを作ったり、ゴミ袋の回収・分別など、環境

意識を高く持ち、環境活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

（２）総合コメント 

対象名 所見 

行財政改革部 

基本的な電気使用量削減に向けて取り組んだ実績に問題は見当たりませんで

した。タブレットを使用した電子会議システムを活用したペーパーレス化や

ノー残業デーを週に２回設け、時間外勤務削減により電力削減や電子機器を

集約し、リサイクルに取り組んでいます。今後のステップアップとしては、

「みえる化」という意識のもと、外部への数値推移やチェックシート等、目

でみえるもの、確認できるものを取り入れていくことを期待します。 

福祉部 

（本庁舎内） 

総合的にみると環境マネジメントシステムを遵守し、省エネ、紙使用削減の

取組は、良好でした。コピー用紙の箱に番号をつけて使用状況を管理し、番

号が減ってきたら周知することや、防災備蓄品の有効期限が迫っているもの

をフードバンクに提供するなどの取組を行っています。八王子駅南口総合事

務所や南大沢事務所に職員が常駐し、自転車で訪問することは、本庁舎から

向かうのに比べ、サービスの向上や省エネにもなります。自転車を利用する

際の CO2 排出量がどれくらい制御できるか定量的に把握したいとの話があ

り、環境配慮行動に前向きな姿勢が見られました。 

福祉部（高齢者

在宅サービスセ

ンター、恩方老

人憩の家） 

電気、ガス、水道使用量をグラフにして事務所に掲示し、職員への意識付け

を行うなど、全体的に問題なく取り組んでいました。電気使用量削減のため

LED 化を考えたが、設備金額が高く実現しなかったようですが、環境配慮の

視点からは評価できます。環境推進員が急遽欠席で代理出席されましたが、

担当者が取組をよく理解できていませんでした。 

福祉部（心身障

害者福祉センタ

ー、障害者療育

センター） 

エネルギー使用量の削減は、エアコンの温度調整、不要箇所の消灯、LED 化な

どにより、良く取り組んでいます。グリーンカーテンは、利用者だけでなく住

民にも注目されていることを意識して取り組んでいます。また、生ゴミを粉砕

し、たい肥化に取り組むなど、ゴミの量の減少に取り組んでいることは、リデ

ュースの観点から評価できます。 

健康部 

全体的に問題なく取り組んでいました。執務室内での温度管理の徹底をしてお

り、室温が下がったらサーキュレータを使用し、快適性と省エネを両立してい

ます。また、ブラインドのない窓に、断熱フィルムを設置している点や節電を

２重、３重にチェックしている点は評価出来ます。近隣への自転車使用の推進

をしており、今後とも取組を継続してください。 
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産業振興部 

（本庁舎内） 

公用車の利用についてエコドライブを配慮して取り組んでおり、近隣への訪問

に積極的に自転車を活用しています。多摩産材を使用した PR 製品を積極的に

制作しており、廃棄処分となるような木材をテーブル、椅子などに活用してい

ることは評価できます。この製品を色んな部署に広げていき、いろんな市民の

目につくように拡大していくことを期待します。 

産業振興部（夕

やけ小やけふれ

あいの里、恩方

農村環境改善セ

ンター、上川農

村環境改善セン

ター、道の駅八

王子滝山、高尾

599ミュージアム） 

全般的に八王子市役所環境マネジメントシステムの活動は定着しています。利

用が増えるとエネルギー消費が増え、商品の品質維持を図るため、空調の使用

をしなければならない。その中でエネルギー消費を抑えるため、それぞれの施

設で工夫をしています。例えば、LED 化設備の更新で大きな省エネ効果をあげ

ていることや、人数に合わせ部屋の提供を行い、スペースを有効活用し、効果

を出しています。施設内のアイドリングストップ対策でエンジンを止めていな

い運転者に声掛けを行うなど、環境への意識を高く持って取り組んでいます。 

資源循環部 

（本庁舎内） 

全ての部署とも省エネ、省資源、ゴミ発生抑制、エコドライブなど適切な環境

行動をとっていました。ゴミ発生の削減を目指すため、生ゴミ削減を目指す食

品ロスの啓発活動や、将来の高齢化社会に対応したふれあい収集など、きめ細

やかな対策を行い、出前講座や子どもへの環境教育を通じ、様々な啓発活動を

行い市民の意識啓発を行っています。 

資源循環部（ご

み総合相談セン

ター、戸吹清掃

事業所、館清掃

事業所、南大沢

清掃事業所、戸

吹クリーンセンタ

ー、北野清掃工

場、北野余熱利

用センター） 

全般的に環境に配慮した活動を行っており、定着しています。グリーンカーテ

ンの実施や壁新聞などの環境学習は、今後も継続すべきものと評価できます。

作業着を乾かすための乾燥機使用を削減するため、外干しを増加させて電気使

用量削減を意識しています。また、小学校で使用した天ぷら油でバイオ燃料を

つくり、その燃料で走る清掃車を使用し、小学校の生徒たちへ環境学習を行っ

ています。執務室内では、空調の効率化のため扇風機を使用して空気の循環を

しています。また、紙の使用量をグラフ化して意識啓発を行っています。 

都市計画部 

昼休みの消灯や資料印刷時の裏面印刷や両面印刷に工夫をしています。退庁時

のパソコンの電源を抜くことにしても限られた中での努力は伺えます。窓口で

の接客に使用するパソコンについて、利用の少ない曜日を把握し、その曜日は

３台中１台稼働しないといった省エネ対策を行っていたことは評価できます。

今後のさらなるレベルアップを期待しています。 
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道路交通部 

全ての課において、パソコン離席時のシャットダウン、昼休みの消灯、点減ス

イッチの表示工夫などの省エネ（節電）行動や用紙の裏紙使用、ミスコピー防

止、分別回収整理による資源活用や個人ゴミの持ち帰りによる庁舎内発生ゴミ

の抑制、業者の容器等の持ち帰りの徹底などのごみ発生抑制、エコドライブ、

自転車利用など適切な環境行動をとっていました。道路行政と環境のバランス

を考え、次年度の活動がより進むことに期待します。 

選挙管理委員

会事務局 

約半分が新規職員になり、これまでの環境配慮行動が衰退しないように指導し

ています。コピー用紙の再利用、電気使用量削減など基本的な項目は、問題な

く取り組まれていました。選挙の際に使用するポスター掲示板を再利用するこ

とや、開票所で分別作業をきちんと行うことで、再利用に努めています。 

監査事務局 

プリンター・コピー機の使用など特に問題なく取り組んでいます。大量のコピ

ーを必要とする職務のため、新しく異動してきた職員にコピーすべきかどうか

など紙を無駄にしないように可能な限り使用量を削減するよう指導していま

す。 

図書館部 

特段問題はありません。各図書館の立地条件、場所ごとの特徴を出して活動さ

れています。館内の照度確保ではいろいろな試行をされています。リサイクル

本の活用基準の優先順位も考え、有効活用へつなげています。引き取り手がな

い本を 10 月に集めて、11 月のいちょうまつりで無料配布して廃棄物がでない

よう対処しています。古い施設では LED 化が進んでおらず、機器が古い中、

空調をなるべく入れないなど電気使用量の削減に努めています。LED の導入が

進めば電気使用量が削減され、照度が上がり明るくなり、さらに良い図書館に

なります。 

子ども家庭部 

保育園 

（長房中央、元八

王子、恩方、み

なみ野、北野 ５

園） 

各保育園ともエアコン温度設定や、照明スイッチの ON、OFF 等こまめに努力

がなされているようでした。園児に対してわかりやすい分別表示をして、ゴミ

分別の仕方を教えることなどの環境教育が行われています。子どもに環境教育

をすることで、保護者への環境意識に波及していくことは、大変重要なことと

思われます。子どもには自然遊びが重要であるので、今後も継続してください。 

子ども家庭部 

児童館 

（南大谷、元八王

子、中野、北野、

川口 5 館） 

環境配慮に積極的に取り組んでいます。特にいろいろなモノを有効活用してお

り、おやつの袋を廃棄せず、虫を入れる時に使用することや、ペットボトルの

底に穴開けてミストで使用することや、牛乳パックをおもちゃ作りに使用する

など、ゴミにならないよう子どもたちに楽しく、環境問題を理解させています。

是非とも他の児童館でも実践してください。 
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子ども家庭部 

学童保育所 

（川口、楢原、横

川、上川口、第

九、からまつ、上

柚木、中山、城

山、長沼、由木

東 、 元 八 王 子

東、由井かたく

ら、恩方西、恩方

東、椚田、横山

第一 17 施設） 

全体的に意識が高く取り組んでいます。 

各学童保育所でエアコンフィルターの清掃、照明の ON・OFF など省エネ対策

に取り組んでいるほか、紙の使用を極力少なくすることや、近隣の不動産屋か

らチラシをもらい児童のお絵かきに使用するなど、紙の使用量の削減に意欲的

に取り組んでいます。資源の有効活用を通じ、児童にモノを大切にするよう教

育を行っています。 

暑さ対策では、みどりのカーテンを育成し、みどりのカーテンの届かないとこ

ろは、遮光機能のあるロールカーテンを併行して使用するなど工夫していま

す。 

学校教育部 

小学校 

（美山、柏木、秋

葉台） 

全般的に環境に配慮した活動を行っています。八王子以外から異動でくる先生

に対して環境マネジメントシステムの説明を行い、定着するようにしていま

す。子どもたちに向けて水を出しっぱなしにしないよう指導を行うほか、水道

キャラバンを通じて意識を高めています。PTA と先生でアルミ缶、牛乳パック

など資源回収をしており、保護者の意識が高く、環境意識の向上に役立ってい

ます。 

学校教育部 

小学校 

（楢原、由井第

二、宮上、下柚

木） 

全体的に環境配慮の意識が浸透しており、裏紙使用、不使用時の消灯、電源

OFF の実践など意識が向上しています。保護者を交えて学校周辺を清掃するミ

ニクリーン作戦や田んぼづくりなど、地域との連携がすばらしいです。電気使

用量削減目標において、半年毎に電気、水道をグラフにし、見える化をして職

員に周知することや、各スイッチに節電、水道に節水と表示して意識をさせて

います。目標の実現のために何をやるか、２次目標が明確化されるとさらによ

くなります。 

学校教育部 

小学校 

（松枝、みなみ

野） 

生徒が当番制で消灯することや職員室での消し忘れを消灯するなど努力して

いますが、団体などの貸出により電気使用量は増加しています。プール使用期

間を短期化することで、水道の使用が抑えられ、エネルギー削減効果がでてい

るようです。服のリサイクル、アルミ缶の回収など地域に密着した活動を通じ

環境の意識を高めています。 

学校教育部 

小学校 

（加住小、七国、

長池、上川口） 

エアコン設置やパソコン導入で電気使用量が増加しているところもあります

が、こまめなフィルター清掃や体育館の照明を適切な照度で使用量を絞るなど

省エネ対策をよくやっています。小学生一人ひとりの意識を高めるため、出口

に電気を消す・節水するなど掲示しています。自然に恵まれた環境を活かし自

然環境学習をしっかり行うことで、小学生のエコ意識、エコ行動に繋がってい

ます。 
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学校教育部 

小学校 

（由井第一、由木

東、鹿島、松が

谷） 

環境活動や環境への意識は、職員、生徒とも浸透しています。多くの小学校で

環境委員会をつくり、子どもたち全体で環境活動に取り組んでいます。コピー

機やプリンターのコストを見える化し、１枚印刷すると何円かかるかをそれぞ

れの機械に掲示し、職員の意識付けに取り組んでいます。また、小学校の体育

館を利用する団体へも環境意識を高めるため、会議などを通じて意識の共有化

をし、意識の減退を防ぐよう取り組んでいます。今後とも取組を継続してくだ

さい。 

学校教育部 

小学校 

（由井第三、長

沼、片倉台、高

嶺、愛宕） 

電子回覧板を使用し、水、電気、残菜、リサイクルなど環境に関する知識を共

有しています。また、子どもたちも ipad を使用し、紙を使用せずに情報共有し

ている取組もありました。空調の開始時間を 1F 0 分、2F 5 分後、3F 10 分後と

電力負荷を分散する配慮した使い方をしているところもありました。 

また、パソコンの消し忘れなどにレッドカード、イエローカードを使うことを

予告して、職員への意識付けをしています。 

学校教育部 

小学校 

（みなみ野君田、

浅 川 、 由 木 中

央、鑓水） 

全ての学校で、電気使用量（照明・エアコン使用等）、ゴミ分別など、基本的

な取組ができています。給食残菜を見える化し、残菜を減らす工夫をしながら

食育を行っています。それでも出てしまう残菜は、推肥化し、地域農家に使っ

てもらい、そこで出来た野菜を給食に使用し、地産地消しています。どの小学

校でも、保護者、地域の市民との協働で環境に取り組んでいることが伝わり、

校長、副校長の環境に対する熱意が伝わりました。 

学校教育部 

小学校 

（東浅川、南大

沢、別所、高尾

山学園） 

全体的には環境意識や基本的な活動は浸透しています。空調の効率化を図るた

め、室温管理を行っています。今夏に計測したところ 4F が 37℃、3F が 34℃

と 3～4 度違うそうで、難しいですが、教室を効率的に使用することも今後必

要です。子どもたちも「点けたら消そう、みんなで省エネ、別所小」というプ

レートを作り、スイッチに貼るなど楽しく取り組んでいます。中には学年毎の

畑、田んぼづくり、収穫祭のように学校の特徴を生かしたステップアップした

取組があり、今後広げていってください。 

学校教育部 

小学校 

（由木西、中山、

松木、上柚木） 

空調効率を上げるため、登校したらまず窓を開けて換気する良いアイデアもあ

りました。子どもたちが捨てるゴミをお互いに見て、量や捨てていけないもの

を確認し、意識を高めています。また、環境委員会で節水や節電についてポス

ターを作成し、階段などに掲示して子どもたちと職員の意識を高めています。 

 


