
【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 33 名（非常勤・臨時職員等含む）
　対象施設等 藤沢市老人福祉センター湘南なぎさ荘

【 監査項目 】

A

B
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２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表

高齢者支援課
西台　篤史
井上　浩子

項目 項目別評価 監査員メモ判定(A～D)

（１）課等における環境負荷の認識

　照明・空調等の電気の使用やガスの使用、公用車でのガソリンの使用等、
自課の環境負荷のあるものを認識しているか。

A…すべて認識し、使用機器などの割合も把握している。
B…おおよそ認識し、使用機器なども把握している。
C…把握しきれていない。
D…把握していない。

　事前提出のヒアリングシート監査項目（１）を見ても、環境負荷機器類等の使用
状況を可能な限り把握しており、十分な認識があると判断。 また、「どのような場
合に設備への負荷がかかるのか」といった質問にも適切に回答。

（２）藤沢市環境保全職員率先実行計画の
認識

　計画期間や削減目標を認識し、実践しているか。

A…計画期間や目標を認識し、実践では各取組項目を網羅している。
B…計画期間や目標を認識し、各取組項目を実践している。
C…率先実行計画の存在は認識している。
D…率先実行計画を知らない。

　質問応答から、「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の認識について十分であ
ると判断。指定管理者による、空調の使用については館内巡回による適正な温
度管理、クールビズ・ウォームビズ励行などを実践している。照明の使用について
は事務所で一元管理による消灯、巡回によるこまめな消灯を実践している。公用
車の使用についてはエコドライブ、自転車使用を実践している。そのほか浴室
シャワー等を元栓で湯量を調整している。担当課からは、四半期ごとに管理運営
状況のモニタリングを行っており、光熱水費等経費の縮減に向けた取組について
確認を行っている。それを受けて指定管理者では節電呼びかけ等の掲示を行っ
ている。

B

A

（５）課内周知

　課内会議や回覧等で、率先実行計画の周知やエネルギー使用状況、使用
量削減の目標値の共有が図られているか。

A…課内周知が図られており、全員が把握している。
B…課員複数名が把握している。
C…担当職員のみ把握している。
D…把握していない。

　「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の周知やエネルギー使用状況、使用量
削減の目標値の共有が図られていると判断。具体的には、指定管理者において
は建物管理委託業者から電気等の使用量の報告を日報という形でうけ、所内で
決裁しており、担当課においては指定管理者からの報告を決裁している。指定管
理者では毎月、建物管理委託業者と業務改善会議を実施し、浴槽水設定温度
や、床暖房の設定時間等について、意見交換を行っているとのこと。また、担当
課では朝礼等でeラーニングの実施について周知するとともに、課内会議で藤沢
市環境保全職員率先実行計画の内容を確認しているとのこと。

A

（３）エネルギー使用量の把握と分析

　エネルギー使用量の増減を把握し、増減理由（原因）を的確に分析してい
るか。

A…使用量、増減率、理由すべて把握し、分析までできている。
B…使用量、増減率、理由は把握しているが、分析があいまい。
C…使用量、増減率は把握しているが、理由が不明。
D…把握できていない。

　昨年度の使用量、増減率、理由の把握はおおむねなされていると判断。令和2
年度はコロナ対策として約半年間（4/1～6/30、1/8～3/31）休館しておりエネル
ギー使用量が少なかったこと、令和3年度も感染拡大状況を見ながらの運営で先
が読めなかったため、前年度比較での目標値は設定しなかったとのこと。特に都
市ガスの急激な使用量増加が示されたが、これは冬期に床暖房設備を使用した
ことによりガス使用量が増加したためとのこと。目標値を設定していないため、削
減努力の結果がわかりにくい状況である。

（４）エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画に準じて目標がたてられ、エネルギー使用量を削減するた
め具体的な数値を設定して取り組まれているか。

A…数値を設定し、内容も具体的ですべて取り組まれている。
B…数値を設定し、内容も具体的になっている。
C…目標はあるが、数値まではたてられていない。
D…目標がたてられていない。

　今年度は「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の使用量前年度比-1%の削減
目標を認識して設定している。令和4年度は令和3年度に比べて利用者増が見込
まれるが、具体的な削減方法として、冷暖房の事務所内一括管理、巡回等による
適正な温度管理、館内照明の事務所内管理、巡回によるこまめな消灯を徹底し
て実践しているとのこと。本年10月現在と令和3年度の同期間比較で電気が109%
増、都市ガスが143.8%増、ガソリンが51%減となっており、利用者数の増加により
影響が出てしまうエネルギー使用量が増加してしまう傾向にあるが、その状況を
正確に把握して削減取組を実践している。



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 33 名（非常勤・臨時職員等含む）
　対象施設等 藤沢市老人福祉センター湘南なぎさ荘

【 監査項目 】

※判定基準
　 〇…達成できている
　 △…達成できていないが、取組を実施し努力が認められる
　 ×…達成できていない
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ガソリン 〇

その他 -

〇

ガソリン 〇

軽油 -

都市ガス

(3)エネルギー使用量の把握と分析

　率先実行計画において目標として定めている使用量前年度
比－１％の削減目標が実行できているか。

　令和3年度は令和2年度と比べて電気19.25％、都市ガスで
206.74％の増加となり、使用量前年度比-1％の削減目標が達成でき
ていない。要因として、利用者増が一番の理由であるが、一方で、床
暖房システムのエネルギー消費特性（待機温度設定など）を十分把
握せずに、過度な都市ガス消費となってしまったとのこと。ガソリンは
21.09％の削減となり、使用量前年度比－１％の削減目標が達成さ
れている。要因として、コロナの影響により自動車利用回数が減った
ほか、エコドライブの推進や自転車の利用実践が功を奏したと認め
られる。

(4)エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画において目標として定めている「２０３０年度に
おける温室効果ガス排出量を２０１３年度比で５６％削減」に向
けて、意欲的な削減目標を立て、効果的な取組内容を掲げてい
るか。

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表（環境パフォーマンス）

高齢者支援課
西台　篤史
井上　浩子

項目 項目別評価 判定(〇・△・×) 監査員メモ

電気 △

都市ガス ×

　令和4年度は使用量前年度比-1％の削減目標を設定している。取
組内容として、電気は空調の温度設定の徹底、こまめな消灯など節
電に努める、照明機器更新時はLED照明への転換、都市ガスは床
暖房の待機温度調整、ガソリンは事務連絡等をまとめて自動車使用
回数の削減が取り組まれているとのこと。あわせて、課内及び館内
周知も具体的に実施されていることから使用量前年度比-1％実現に
向けて取組努力が認められる。しかし、2030年度目標を達成するた
めには、更なる削減努力を見込む必要があり、利用者の利便性を確
保しながら削減を進めるためには、現在の取組に加えて、施設設備・
機器・車両更新時における環境配慮型設備・環境マネジメントシステ
ム等の積極的な選択も必要になってくると推察する。

軽油 -

その他 -

電気 〇



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 25 名（非常勤・臨時職員等含む）
　対象施設等 藤沢市少年の森

【 監査項目 】
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（５）課内周知

　課内会議や回覧等で、率先実行計画の周知やエネルギー使用状況、使用
量削減の目標値の共有が図られているか。

A…課内周知が図られており、全員が把握している。
B…課員複数名が把握している。
C…担当職員のみ把握している。
D…把握していない。

A

　「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の周知やエネルギー使用状況、使用量
削減の目標値の共有が図られていると判断。具体的には、指定管理者において
は、毎月1回、公共料金及び公用車のガソリン使用量データの確認をし、事務所
内ミーティングにて共有を図っているとのこと。また、今後はアルバイト雇用者にも
情報共有をしていくとのこと。あわせて、職員間の情報交換から、薪ストーブなど
の施設内エネルギーサイクルの構築を目指したいなどの提案があったとのこと。
担当課としては今後職場内研修を実施する予定とのこと。

（３）エネルギー使用量の把握と分析

　エネルギー使用量の増減を把握し、増減理由（原因）を的確に分析してい
るか。

A…使用量、増減率、理由すべて把握し、分析までできている。
B…使用量、増減率、理由は把握しているが、分析があいまい。
C…使用量、増減率は把握しているが、理由が不明。
D…把握できていない。

B

　昨年度の使用量、増減率、理由の把握はおおむねなされていると判断。ただ
し、ヒアリングシート提出時には公用車のガソリン使用量に過大な報告があり、後
日訂正した経緯があった。令和3年度は使用量は把握していたが目標値は設定し
なかったとのこと。令和3年度は前年度より1万3千人ほど多く利用があったため、
利用者向けの空調と照明による使用量が増加した。あわせてコロナ対応による換
気量が増えたこと、宿泊利用の増加による宿泊棟冷蔵庫の使用など増加要因が
把握されるとともに、公用車は稼働回数の削減に努めたため削減が進んだ。一方
で、目標値を設定していないため、削減努力の結果がわかりにくい状況である。

（４）エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画に準じて目標がたてられ、エネルギー使用量を削減するた
め具体的な数値を設定して取り組まれているか。

A…数値を設定し、内容も具体的ですべて取り組まれている。
B…数値を設定し、内容も具体的になっている。
C…目標はあるが、数値まではたてられていない。
D…目標がたてられていない。

A

　今年度は「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の使用量前年度比-1%の削減
目標を認識して設定している。具体的な削減方法として、事務所内での空調と照
明による電気使用量の削減取組のほか、宿泊棟の利用の際は事前に必ず利用
者と打ち合わせの時間を設けて、適切な冷暖房の使用等について依頼することを
徹底するとのこと。そして、公用車の使用回数は今年度１０月時点で昨年度の同
時期より多く使用していることを把握しており、事務所内で使用頻度削減の呼び
かけを行うなど削減取組を実践している。また今年度、事務所内冬季暖房につい
て、所内で発生する林地残材を利用した薪ストーブの導入を計画しており、残材
処分料の低減、空調電気使用量削減、さらに利用者への環境啓発を兼ねて実践
しようとしている点でおおいに評価できる。

（１）課等における環境負荷の認識

　照明・空調等の電気の使用やガスの使用、公用車でのガソリンの使用等、
自課の環境負荷のあるものを認識しているか。

A…すべて認識し、使用機器などの割合も把握している。
B…おおよそ認識し、使用機器なども把握している。
C…把握しきれていない。
D…把握していない。

A
　事前提出のヒアリングシート監査項目（１）を見ても、環境負荷機器類等の使用
状況を可能な限り把握しており、十分な認識があると判断。 また、「どのような場
合に設備への負荷がかかるのか」といった質問にも適切に回答。

（２）藤沢市環境保全職員率先実行計画
の認識

　計画期間や削減目標を認識し、実践しているか。

A…計画期間や目標を認識し、実践では各取組項目を網羅している。
B…計画期間や目標を認識し、各取組項目を実践している。
C…率先実行計画の存在は認識している。
D…率先実行計画を知らない。

A

　質問応答から、「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の認識について十分であ
ると判断。指定管理者事務所において、空調の使用については適切な温度管理
に加えて夏季はクールビズや扇風機の併用、冬季はウォームビズを実践してい
る。照明の使用についてはこまめな消灯や間引きを実施の上、夜間はタイマーに
よる自動消灯などを実践している。公用車の使用についてはエコドライブを実践し
ている。担当課からは、指定管理者の選定基準として環境負荷対応に関する項
目を求めており、利用者向けには貼り紙で節電への協力を呼びかけている。

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表

青少年課
髙橋　次郎
小野　洋

項目 項目別評価 判定(A～D) 監査員メモ



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 25 名（非常勤・臨時職員等含む）
　対象施設等 藤沢市少年の森

【 監査項目 】

※判定基準
　 〇…達成できている
　 △…達成できていないが、取組を実施し努力が認められる
　 ×…達成できていない

　

　

　

　

4

　令和4年度は使用量前年度比-1％の削減目標を設定している。取
組内容として、電気は空調の温度設定の徹底、こまめな消灯など節
電に努める、照明機器更新時はLED照明への転換、ガソリンは自動
車使用回数の削減が取り組まれている。また、利用者には使用量削
減の呼びかけや貼り紙をするだけでなく、薪ストーブを使って林地残
材の有効活用による環境啓発をしつつ、エネルギー消費量を削減す
るなど、利用者にメリットをもたらす計画が発案されている点がおお
いに評価できる。しかし、2030年度目標を達成するためには、更なる
削減努力を見込む必要があり、利用者の利便性を確保しながら削減
を進めるためには、現在の取組に加えて、将来的な施設・設備更新
時の省エネ化や公用車更新時のEV化などの検討が必要になると推
察する。

都市ガス -

ガソリン 〇

軽油 -

その他 -

(4)エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画において目標として定めている「２０３０年度にお
ける温室効果ガス排出量を２０１３年度比で５６％削減」に向け
て、意欲的な削減目標を立て、効果的な取組内容を掲げている
か。

電気 〇

(3)エネルギー使用量の把握と分析

　率先実行計画において目標として定めている使用量前年度比
－１％の削減目標が実行できているか。 電気 △

　令和3年度は令和2年度と比べて電気9％の増加となり、使用量前
年度比-1％の削減目標が達成できていない。要因として、利用者増
が一番の理由であるが、一方で、事務所内での削減や、利用者への
空調と照明の適切な利用の呼びかけや貼り紙などの努力が認めら
れた。ガソリンは-4％の削減となり、使用量前年度比－１％の削減
目標が達成されている。要因として、自動車稼働回数削減に努力し
たことが挙げられる。

都市ガス -

ガソリン 〇

軽油 -

その他 -

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表（環境パフォーマンス）

青少年課
髙橋　次郎
小野　洋

項目 項目別評価 判定(〇・△・×) 監査員メモ



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 45 名（非常勤・臨時職員等含む）
　対象施設

【 監査項目 】

5

（５）課内周知

　課内会議や回覧等で、率先実行計画の周知やエネルギー使用状況、使用
量削減の目標値の共有が図られているか。

A…課内周知が図られており、全員が把握している。
B…課員複数名が把握している。
C…担当職員のみ把握している。
D…把握していない。

A

　「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の周知やエネルギー使用状況、使用量
削減の目標値の共有が図られていると判断。具体的には、月一回の定例会議で
は、エネルギー使用量と料金を数値化した資料を担当課、指定管理者間で共有
し、担当課内会議でも情報共有・分析しているとのこと。指定管理者と担当課との
情報共有からは、実践的取組としてプールのシャワー節水装置の設置を指定管
理者から提案をうけて設置した実績などがあるとのこと。今後さらなる削減行動に
向けて、各施設の特色も鑑みながら削減目標を設定し、職場内研修を実施してい
くとのこと。

（３）エネルギー使用量の把握と分析

　エネルギー使用量の増減を把握し、増減理由（原因）を的確に分析してい
るか。

A…使用量、増減率、理由すべて把握し、分析までできている。
B…使用量、増減率、理由は把握しているが、分析があいまい。
C…使用量、増減率は把握しているが、理由が不明。
D…把握できていない。

B

　昨年度の使用量、増減率、理由の把握はおおむねなされていると判断。令和3
年度は使用量は把握していたが目標値は設定しなかったとのこと。令和2年度と
令和3年度を比較すると、電気は44％増、都市ガスは158％増となっており、その
要因は、令和2年度4月～6月までコロナ対応で臨時休館があったためとしてい
る。一方で、臨時休館がなかった令和元年度と令和3年度との比較では、ともに使
用量減となっていることから、削減努力が継続していると推察する。ガソリンにつ
いては0.93％の微増となっているが、プール監視スタッフの実技指導など利用増
に対応した自動車移動を伴う打合せが増加したためとのこと。

（４）エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画に準じて目標がたてられ、エネルギー使用量を削減するた
め具体的な数値を設定して取り組まれているか。

A…数値を設定し、内容も具体的ですべて取り組まれている。
B…数値を設定し、内容も具体的になっている。
C…目標はあるが、数値まではたてられていない。
D…目標がたてられていない。

B

　今年度は「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の使用量前年度比-1%の削減
目標を認識して設定している。ただし、ヒアリングシート提出時には、10％削減の
目標となっており後日訂正した経緯がある。具体的な削減方法として、これまでの
取組に加えて、利用者サービスを低下させないように削減ができるかについて職
員への意識づけを徹底しているとのこと。その中で、使用しない時間のプールに
ブルーシートを敷いて温度を保つ（敷いた場合30℃で保温、敷かないと22℃）取
組などを発案・実践している点がおおいに評価できる。

（１）課等における環境負荷の認識

　照明・空調等の電気の使用やガスの使用、公用車でのガソリンの使用等、
自課の環境負荷のあるものを認識しているか。

A…すべて認識し、使用機器などの割合も把握している。
B…おおよそ認識し、使用機器なども把握している。
C…把握しきれていない。
D…把握していない。

A
　事前提出のヒアリングシート監査項目（１）を見ても、環境負荷機器類等の使用
状況を可能な限り把握しており、十分な認識があると判断。 また、「どのような場
合に設備への負荷がかかるのか」といった質問にも適切に回答。

（２）藤沢市環境保全職員率先実行計画の
認識

　計画期間や削減目標を認識し、実践しているか。

A…計画期間や目標を認識し、実践では各取組項目を網羅している。
B…計画期間や目標を認識し、各取組項目を実践している。
C…率先実行計画の存在は認識している。
D…率先実行計画を知らない。

A

　質問応答から、「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の認識について十分であ
ると判断。指定管理者事務所において照明は片側のみ点けるようにしており、館
内中二階は利用者がいなときは消灯している。公用車の使用については近場の
用務は徒歩又は自転車を利用して、自動車を使うときも相乗りを心がけている。
担当課からは、指定管理者と月1回の定例会を開催し、エネルギー使用情報の報
告と課題の共有を行っている。

項目 項目別評価 判定(A～D) 監査員メモ

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表

スポーツ推進課
髙田　美彦
岡本　竜馬

石名坂温水プール



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 45 名（非常勤・臨時職員等含む）
　対象施設

【 監査項目 】

※判定基準
　 〇…達成できている
　 △…達成できていないが、取組を実施し努力が認められる
　 ×…達成できていない
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　令和4年度は使用量前年度比-1％の削減目標を設定している。引
き続き効果的な取組内容が見られる。しかし、2030年度目標を達成
するためには、更なる削減努力を見込む必要があり、利用者の利便
性を確保しながら削減を進めるためには、現在の取組に加えて、更
なる施設の省エネ化や公用車更新時のEV化などの検討が必要にな
る。特に今後、石名坂環境事務所からの熱源供給が廃止されること
が決まっており、自前での温熱供給体制の維持のためにエネルギー
使用量増大が予測される中で、施設改修・改築の際は「ネット・ゼロ・
エネルギー・ビルディング（ZEB）」の概念を積極的に取り入れられる
よう関係担当課と認識共有を図っていくことを重要になると推察す
る。

都市ガス 〇

ガソリン 〇

軽油 -

その他 -

(4)エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画において目標として定めている「２０３０年度にお
ける温室効果ガス排出量を２０１３年度比で５６％削減」に向け
て、意欲的な削減目標を立て、効果的な取組内容を掲げている
か。

電気 〇

(3)エネルギー使用量の把握と分析

　率先実行計画において目標として定めている使用量前年度比
－１％の削減目標が実行できているか。 電気 △

　令和3年度は令和2年度と比べて電気44％、都市ガス158％、ガソリ
ン0.93%の増加となり、使用量前年度比-1％の削減目標が達成でき
ていない。要因として、令和2年度の休館と令和3年度の再開、通常
運営が一番の理由であるが、一方で、臨時休館がなかった令和元年
度と令和3年度とのデータ比較では、いずれも使用量減となっている
ことから、事務所内と利用者スペースの照明の使用削減、プールの
保温対策、節水設備の導入、公用車の使用減などの削減努力が功
を奏したと認められる。

都市ガス △

ガソリン △

軽油 -

その他 -

項目 項目別評価 判定(〇・△・×) 監査員メモ

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表（環境パフォーマンス）

スポーツ推進課
髙田　美彦
岡本　竜馬

石名坂温水プール



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 29 名（非常勤・臨時職員等含む）

【 監査項目 】
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（５）課内周知

　課内会議や回覧等で、率先実行計画の周知やエネルギー使用状況、使用
量削減の目標値の共有が図られているか。

A…課内周知が図られており、全員が把握している。
B…課員複数名が把握している。
C…担当職員のみ把握している。
D…把握していない。

A

　「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の周知やエネルギー使用状況、使用量
削減の目標値の共有が図られていると判断。具体的には、毎月の公共料金及び
公用車の使用実績の報告について課内で決裁しているとのこと。そして、主に朝
礼で節電の取組等について周知しているとのこと。また、周知を通じて職員から
は使用していない機器の電源を切る、コンセントを抜く提案・実践などがあったと
のこと。あわせて、今後、職場内研修を実施する予定とのこと。

（３）エネルギー使用量の把握と分析

　エネルギー使用量の増減を把握し、増減理由（原因）を的確に分析してい
るか。

A…使用量、増減率、理由すべて把握し、分析までできている。
B…使用量、増減率、理由は把握しているが、分析があいまい。
C…使用量、増減率は把握しているが、理由が不明。
D…把握できていない。

B

　昨年度の使用量、増減率、理由の把握はおおむねなされていると判断。令和3
年度は使用量を把握し、かつ、目標値を設定していた。しかしながら、令和2年度
と比較して電気は43％、都市ガスは178％増加した。令和3年度は令和2年度より
部屋の貸出し実績が67％増加したため、利用者向けの空調と照明による使用量
が増加したとのこと。また、エントランス吹き抜けの冷暖房使用が増えたこと、調
理室の利用を再開したことも要因としている。あわせて、令和2年度のエネルギー
使用量については旧センター実績（エネルギー使用規模が小さい）が含まれてい
るため、比較できない部分があることを申し添える。

（４）エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画に準じて目標がたてられ、エネルギー使用量を削減するた
め具体的な数値を設定して取り組まれているか。

A…数値を設定し、内容も具体的ですべて取り組まれている。
B…数値を設定し、内容も具体的になっている。
C…目標はあるが、数値まではたてられていない。
D…目標がたてられていない。

A

　今年度は「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の使用量前年度比-1%の削減
目標を認識して設定している。具体的な削減方法として、施設内の空調温度の管
理及び周知・啓発、照明やOA機器のこまめな消灯や電源を切る、公共交通機関
の活用などの取組を積極的に実施するとのこと。なお、令和4年度からは健康プ
ラザ棟が供用開始されたため、体育施設の換気と空調により、センター全体のエ
ネルギー使用量は増加することが見込まれている。

（１）課等における環境負荷の認識

　照明・空調等の電気の使用やガスの使用、公用車でのガソリンの使用等、
自課の環境負荷のあるものを認識しているか。

A…すべて認識し、使用機器などの割合も把握している。
B…おおよそ認識し、使用機器なども把握している。
C…把握しきれていない。
D…把握していない。

A
　事前提出のヒアリングシート監査項目（１）を見ても、環境負荷機器類等の使用
状況を可能な限り把握しており、十分な認識があると判断。 また、「どのような場
合に設備への負荷がかかるのか」といった質問にも適切に回答。

（２）藤沢市環境保全職員率先実行計画の
認識

　計画期間や削減目標を認識し、実践しているか。

A…計画期間や目標を認識し、実践では各取組項目を網羅している。
B…計画期間や目標を認識し、各取組項目を実践している。
C…率先実行計画の存在は認識している。
D…率先実行計画を知らない。 A

　質問応答から、「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の認識について十分であ
ると判断。空調の使用については適正な温度管理として冷暖房について上限（下
限）の温度設定をしている。また、扇風機やサーキュレーターを活用している。照
明の使用については間引きをしたり、ブラインドを活用したりしている。照明器具
はすべてLEDにしている。また、階段とトイレに人感センサーを導入している。公
用車の使用については市役所に行く際は、大きな荷物がなければ電車を利用す
る。また、急ぎでなければなるべく用事は一度で済ませるようにしている。

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表

善行市民センター
木村　徹
二宮　淳

項目 項目別評価 判定(A～D) 監査員メモ



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 29 名（非常勤・臨時職員等含む）

【 監査項目 】

※判定基準
　 〇…達成できている
　 △…達成できていないが、取組を実施し努力が認められる
　 ×…達成できていない
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　令和4年度は使用量前年度比-1％の削減目標を設定している。取
組内容として、引き続き電気、都市ガスについては空調の温度設定
の徹底、照明のこまめな消灯など節電に努める、ガソリンは自動車
使用回数の削減が取り組まれている。しかし、2030年度目標を達成
するためには、更なる削減努力を見込む必要があり、例えば、利用
者にエネルギー使用の削減を求める方策も不可欠になってくる。そ
のためには現在の取組に加えて、利用者への節電協力要請、啓発
とともに、「ナッジ」と呼ばれる、人が意思決定する際の環境をデザイ
ンすることで自発的な行動変容を促すような方策を検討する必要が
あると推察する。

都市ガス 〇

ガソリン 〇

軽油 -

その他 -

(4)エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画において目標として定めている「２０３０年度にお
ける温室効果ガス排出量を２０１３年度比で５６％削減」に向け
て、意欲的な削減目標を立て、効果的な取組内容を掲げている
か。

電気 〇

(3)エネルギー使用量の把握と分析

　率先実行計画において目標として定めている使用量前年度比
－１％の削減目標が実行できているか。 電気 △

　令和3年度は令和2年度と比べて電気43％、都市ガスが178％、ガ
ソリンが7％の増加となり、使用量前年度比-1％の削減目標が達成
できていない。要因として、利用者増が一番の理由であるが、一方
で、空調と照明の適切な利用取組を実践する努力が認められた。ま
た、新しい施設の強みを生かして太陽光パネルによる自家発電と自
己消費の実施や、人感センサー付き照明器具の設置など、再生可
能エネルギー活用、省エネルギー設備設置による実質的なエネル
ギー使用量削減を実現できている点が評価できる。

都市ガス △

ガソリン △

軽油 -

その他 -

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表（環境パフォーマンス）

善行市民センター
木村　徹
二宮　淳

項目 項目別評価 判定(〇・△・×) 監査員メモ



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 18 名（非常勤・臨時職員等含む）
　対象施設

【 監査項目 】
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（５）課内周知

　課内会議や回覧等で、率先実行計画の周知やエネルギー使用状況、使用
量削減の目標値の共有が図られているか。

A…課内周知が図られており、全員が把握している。
B…課員複数名が把握している。
C…担当職員のみ把握している。
D…把握していない。

A

　「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の周知やエネルギー使用状況、使用量
削減の目標値の共有が図られていると判断。具体的には、所管部局として回覧
などで全庁的に「藤沢市環境保全職員率先実行計画」と結果の周知を行っている
とのこと。特に電力については、OA機器、照明機器、空調機器に分けたり、本庁
舎各階ごと分けたりして、前年同月比での毎月増減率をグラフやイラストで示して
全庁的に報告・回覧している。

（３）エネルギー使用量の把握と分析

　エネルギー使用量の増減を把握し、増減理由（原因）を的確に分析してい
るか。

A…使用量、増減率、理由すべて把握し、分析までできている。
B…使用量、増減率、理由は把握しているが、分析があいまい。
C…使用量、増減率は把握しているが、理由が不明。
D…把握できていない。

A

　昨年度の使用量、増減率、理由を把握し、的確に分析できていると判断。令和3
年度は令和2年度と比べて、電気で7.22％、ガソリンで4.9％の使用量削減を実現
している。電気の削減については、六会日大前駅東口公衆便所の改修により高
効率の照明設備へ更新したことによるもの。ガソリンについては、新型コロナウイ
ルス感染症による事業縮小等に伴う稼働距離の減少によるものとなっている。

（４）エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画に準じて目標がたてられ、エネルギー使用量を削減するた
め具体的な数値を設定して取り組まれているか。

A…数値を設定し、内容も具体的ですべて取り組まれている。
B…数値を設定し、内容も具体的になっている。
C…目標はあるが、数値まではたてられていない。
D…目標がたてられていない。

A

　今年度は「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の使用量前年度比-1%の削減
目標を認識して設定している。具体的な削減方法として、電気はこまめな消灯奨
励についての意識啓発や、改修時の人感センサー等設備の省エネ化を進めると
のこと。ガソリンについてはエコドライブの推進とEVの率先使用を実施するとのこ
と。

（１）課等における環境負荷の認識

　照明・空調等の電気の使用やガスの使用、公用車でのガソリンの使用等、
自課の環境負荷のあるものを認識しているか。

A…すべて認識し、使用機器などの割合も把握している。
B…おおよそ認識し、使用機器なども把握している。
C…把握しきれていない。
D…把握していない。

A
　事前提出のヒアリングシート監査項目（１）を見ても、環境負荷機器類等の使用
状況を可能な限り把握しており、十分な認識があると判断。 また、「どのような場
合に設備への負荷がかかるのか」といった質問にも適切に回答。

（２）藤沢市環境保全職員率先実行計画の
認識

　計画期間や削減目標を認識し、実践しているか。

A…計画期間や目標を認識し、実践では各取組項目を網羅している。
B…計画期間や目標を認識し、各取組項目を実践している。
C…率先実行計画の存在は認識している。
D…率先実行計画を知らない。 A

　「藤沢市環境保全職員率先実行計画」の認識について十分であると判断。課対
象のエネルギーは公衆便所の電気使用量と公用車のガソリン使用量である。公
衆便所では使用者に対するこまめな消灯奨励について貼り紙をする等の意識啓
発を実施している。公用車についてはエコドライブの実施やEVの率先使用、積極
的な乗合を実施している。また監査対象ではないが「藤沢市環境保全職員率先
実行計画」の所管部局として、全庁的な空調設定、照明設定変更など電気使用
量削減に努めている。

項目 項目別評価 判定(A～D) 監査員メモ

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表

環境総務課
阿部　英一
木村　千波

公衆便所、公用車



【 実施課等の情報 】
　課等の名称
　課等の長
　環境マネジメントシステム管理推進員
　課職員数 18 名（非常勤・臨時職員等含む）
　対象施設

【 監査項目 】

※判定基準
　 〇…達成できている
　 △…達成できていないが、取組を実施し努力が認められる
　 ×…達成できていない
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　令和4年度は使用量前年度比-1％の削減目標を設定している。取
組内容として、電気はこまめな消灯奨励についての意識啓発や、改
修時の人感センサー等設備の省エネ化を進めるとのこと。ガソリンに
ついてはエコドライブの推進とEVの率先使用を実施するとのこと。一
方で、2030年度目標を達成するためには、更なる削減努力を見込む
必要があるが、所管施設のネット・ゼロエネルギー（ZEB）化や再生
可能エネルギー使用への転換、EVの100％利用など、革新的な施設
整備や利用シーンの変革が重要になってくると推察する。また、意識
啓発の分野でもより一層全庁的なエネルギー使用量の周知を行うと
ともに、職員が意識せずに省エネルギー行動を実践できるための工
夫（ナッジ）を考案して実践することも重要であると推察する。

都市ガス -

ガソリン 〇

軽油 -

その他 -

(4)エネルギー使用量削減のための取組

　率先実行計画において目標として定めている「２０３０年度にお
ける温室効果ガス排出量を２０１３年度比で５６％削減」に向け
て、意欲的な削減目標を立て、効果的な取組内容を掲げている
か。

電気 〇

(3)エネルギー使用量の把握と分析

　率先実行計画において目標として定めている使用量前年度比
－１％の削減目標が実行できているか。 電気 〇

　令和3年度は令和2年度と比べて電気7.22％、ガソリンが4.9％の削
減となり、使用量前年度比-1％の削減目標をしている。電気の削減
については、六会日大前駅東口公衆便所の改修により高効率の照
明設備へ更新したことによるもの。ガソリンについては、新型コロナ
ウイルス感染症による事業縮小等に伴う稼働距離の減少によるもの
となっている。

都市ガス -

ガソリン 〇

軽油 -

その他 -

項目 項目別評価 判定(〇・△・×) 監査員メモ

２０２２年度　藤沢市環境マネジメントシステム監査　採点表（環境パフォーマンス）

環境総務課
阿部　英一
木村　千波

公衆便所、公用車


