
平成24年度個別所見一覧

部署
No

部署名
設問
番号

設問内容 評価 所見

1 議会事務局 良

議員の方達にもポスター掲示で協力要請されておりまた各議
員のマイハシ、カップの置場もあり徹底していると思います。
同内容の議会資料を回収し再配布するなど工夫されていま
す。窓のルーバーを冬期は閉鎖し冷気が伝わらないような新
たな工夫がされていました。

2
企画調整課(企画
調整担当)

18

ＥＭＳ上の
役割の理解
（実行責任

者）

△
・直接的に、ハンドブック記載の回答ができませんでした。
（概念的な説明、後ほど、実行責任者から認識はしているとの
話はありました。）

2
企画調整課(企画
調整担当)

26
環境関連計
画の公開

△
・環境関連計画について、担当する「片倉跡地」について認識
にあいまいな点がみられました。監査員の誘導により、説明が
開始されました。

2
企画調整課(企画
調整担当)

総

・設問自体に重複傾向があり（No.２６～３６）、省略した質問も
あります。
・ハンドブックの認識に、さらに重点を置いて欲しいと思いま
す。

3
企画調整課(基
地・渉外担当)

総

LAS-Eの規定を良く理解され、自らの職場でやることは熱心に
取り組んでいます。この調子で継続改善を重ねていただきた
いと思います。
公共交通利用促進は担当業務の一つであることから、協議会
を通じて公共交通（ＪＲなど）と利便性向上への要望を出され
ています。これにより市民がマイカーから公共交通に転換する
動機づけを作っていらっしゃいます。

3
企画調整課(基
地・渉外担当)

良

市民からの苦情（特に航空騒音）には防衛事務所を通じて基
地に申し入れしている。ただ、伝達が一方方向なので、できれ
ば申し入れに対する基地側の回答等にも気を配って欲しいと
思います。能動的に難しいこととは思いますが…。

4 財政課 総

・ぺーパーレスを目指して財務会計システムの更新を計画し
ているということです。確実に推進されることを望みます。
・出入り業者への配慮要請が昨年度のバージョンのままでし
た。更新をお願いします。

4 財政課 良
・LAS-Eが定着しています。
・予算申請に対して、環境と財政面に配慮したジャッジをして
いるとのことが、業務における良い取組みです。

5 秘書広報課 総
・少人数の職場ですが、実行責任者を中心に着実な環境活動
が実施され成果が見られます。
・今後については、今一歩踏み込んだ活動を要望します。

5 秘書広報課 良
・少人数で２か所に分かれた職場にこまめに足を運び活動を
推進されています。

6 情報システム課 総
情報システム課は、業務上セキュリティ対策、トラブル対応に
忙しいなか、環境配慮への日常活動が適切に実施されていま
した。

6 情報システム課 良
紙の削減化に向けPC化されており、節電への対応にもよく努
力されています。

7 総務課 総
＜事務局への質問＞
ノーマイカーデー以前に、マイカー使用許可基準はどうなって
いるか。（駐車場代＆通勤費を含む）

7 総務課 良
会議資料を紙からPCに移行し、紙使用量削減しています。
暖房不足対応策として、ペットボトル利用（あんか）等工夫して
いる。

8 国体準備室 総
参事・実行責任者をはじめ、職員一人ひとりに至るまでLAS-E
に関する認識を強く持っていることが感じられました。

8 国体準備室 良
リハーサル大会での環境エコ美化班を活用した美化活動をこ
まめに行っています。

9
安全安心まちづく
り課

総
環境基本計画中期実施計画担当部署であるがサイクルシェア
リングｼｽﾃﾑが構築されたため24年以後終了となった。実行計
画担当課とすえるかどうか検討して下さい。

9
安全安心まちづく
り課

良
駅周辺の放置自転車の取組強化で1000台程度に減ってきた
そうです。成果が着実に出ている様なので継続した取組をお
願いします。
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10 職員課 5
グリーン購

入、地場産品
利用

△
物品購入に当たり「調達に関する基本方針」の存在をお知りに
ならなかったのにはがっかりしました。

10 職員課 総
活動に熱意が感じられましたが、やはりＬＡＳ-Ｅに則って活動
して効果を出していただきたいと思います。

10 職員課 良
職場独自の取組みのなかで給与明細書、タイムカードのシス
テム変更等、環境負荷の低減の取り組みは期待が持てます。

11 契約管財課 総

環境対応車、電動アシスト自転車5台、自転車13台も積極的
に利用がなされているのも同課の呼びかけがよかったからだ
と見えます。今後さらなる促進と、使用状況が前月などで分か
るような見える化を計り庁内メールや窓口にPRできると良いと
思いました。

11 契約管財課 良
庁舎内にアピールする課なので、一般職員もよくＬＡＳ－Eを理
解していると見えました。
課全体でとりくんでいる感がありました。

12 総合窓口課 15
独自目標の
認識・理解

△ 庁舎目標について回答できませんでした。

12 総合窓口課 総 ハンドブックを理解し、順守しています。

12 総合窓口課 良
自販機の使用を少なくし、電気使用量の削減に努めていま
す。

13 課税課 総
ＬＡＳ－Ｅの理解は十分できていました。特に3.11後さらに節電
の意識が強くなった取組を行った。監査事前報告書をもう少し
有効に使用されると良いと思います（アピールして下さい）

14 収納課 総
研修も積極的に行っており、新たな取組みとして月１回のミー
ティングで順番を決めて講話を行うなど、職場全体で取り組ん
でいます。

14 収納課 良
課長・係長とも環境マネジメントシステムの内容をよく理解して
おり、日常業務において管理が行き届いています。

15 保険年金課 総

昨年の監査では、紙使用量削減の工夫で◎の評価でした。今
回も独自の工夫（書類の余白のメモ用紙利用、窓口用ボール
ペンにシール貼付）が見られ、課全体での省資源の努力が見
られました。（課を超えて、良い工夫を相談できる場を検討さ
れるようお願いしました。）

15 保険年金課 良
実行責任者も担当者も、ハンドブック・数値目標もよく理解し、
課内で徹底されています。職員から提案された省資源の工夫
をすぐに取り入れている点は、よかったです。

16
シティセールス推
進課

総

七夕まつり、桜まつりなど多くの市民との行事を担当していま
す。また、多くの市民会議を開催し、それらの場で、環境に関
する市民からの意見をよく聴いています。さらに環境政策をす
すめていただくことをお願いします。
（職員研修を確実に記録してください。）

16
シティセールス推
進課

良

商店街振興プラン、農業振興計画に基づいて、環境に関する
施策を様々に実行しています。装飾街路灯のLED化、市民農
園、生産緑地を増やすなど、目に見える形で成果が出ていま
す。

17 環境課 総

いろいろ良いことをやっていますが、市民への周知をより工夫
し、市民が気づきやすい形で行っていただきたいと思います。
レアメタル回収も多摩地域の中では先駆的な取組みを始めら
れ、いい形で進めばいいと思いました。

17 環境課 良

事前書面調査にあったように様々な角度で課全体がLAS-Eの
ことを理解し、一丸となって取り組んでいる印象でした。
ごみ対策係も直接LAS-E担当ではないがとても意識が高いと
思いました。

18
リサイクルセン
ター

5
グリーン購

入、地場産品
利用

△
グリーン購入の質問に対し、車利用の抑制、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、
過剰包装の回答があり食い違いがありました。「物品等の調
達に関する基本方針」を把握していらっしゃいませんでした。
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18
リサイクルセン
ター

総
リサイクル品の扇風機を使用し室温20℃設定ながら温度ムラ
がないように工夫されていました。

18
リサイクルセン
ター

良
震災後より月曜日の工場稼働を基本的に停止していて電力
使用量の削減を続けています。その他の節電もあり今年度の
目標数値は達成できそうとのことです。

19 協働推進課 総

職員ハンドブック、中期実施計画書に沿って業務を行っていま
す。問題点は見当たりません。ハンドブックの理解は良好で
す。出前講座の申込みを増やす、花いっぱい運動の実施率を
高めるなどを目標とされると良いと思います。

19 協働推進課 良
市民の環境学習の推進、まちづくり活動への支援等、細かな
ところまで気を配って業務を遂行しています。

20 社会福祉課 総

実行計画において「バリアフリー推進計画」を策定し、来年度
から実行されます。
今後とも環境に配慮した視点で、実行・確認を推進してくださ
い。

20 社会福祉課 良
納入業者への配慮を求める用紙に課名を入れたオリジナルな
ものを作り、積極的に取り組んでいます。

21 障害福祉課 総 前回の指摘事項２点に関しては何ら問題はございませんでし
た。

21 障害福祉課 良

自らの管理される車椅子用の車両と伝導アシスト自転車２台
のカギ置場に「エコドライブ」の貼紙がしてありました。アシスト
自転車の充電器は使用後コンセントから抜いている等意識が
高いです。

22 介護福祉課 総

システムの入れ替え時に、A3→A4へ変更するなどは、LAS-E
の精神を生かした取組みだと思いました。ノーマイカーデーに
ついては月に２回という認識と１５名のうち１名が自動車通勤
ということで、目標をクリアしています。また、市内への移動は
極力自転車を使用しているということが徹底されている点など
他の見本となります。

22 介護福祉課 良

実行責任者と一般職員の答え方がよどみなくて、日常的に
LAS-Eへの対応が表れています。組織的な取組みがなされて
いるように感じました。個別の質問に対しても、LAS-Eのマニュ
アルや、グリーン購入について認識は十分にされています。職
務の場面でも様々な環境へのアプローチがされていました。

23 健康課 総
全体の取組みは平均レベルに達していると判断されます。更
なる踏み込んだ活動を期待します。
独自取組みについても、ひと工夫を期待します。

23 健康課 良

第２四半期にガス使用量が前年同期比で増加していることに
ついて原因をつきとめて対応を検討していました。
独自の取組みとして、人と動物の共生をテーマに狂犬病予防
接種にて資料を配布し飼い主のモラルの向上に努めていま
す。

24 子ども育成課 総
所管する外部施設において、子どもや親子を対象にした環境
教育・体験活動ができるように支援することを、課独自目標に
してはいかがでしょうか。

24 子ども育成課 良

児童館における農業体験を、農家とのマッチングをすることで
実現させ、子どものころから環境のことに触れる重要性をよく
認識されていました。新人職員が初めて公用車を運転する際
に先輩職員が同乗して、留意点やエコドライブについて伝えて
いるのも良いことだと思います。

25
子ども家庭支援
センター

総

実際の環境取り組みのレベルの高さがありますが、福生市の
LAS-Eのルールとの整合を図って下さい。
研修について、ルール：月1回以上の研修相互チェック
実状：毎日館内見回り点検時気付いた点を出し合う。

25
子ども家庭支援
センター

良
全体的に環境に対する意識の高さを感じました。特に外部に
移動する際自動車をやめ電動アシスト自転車を使用し、さらに
登り坂のみスイッチを入れる事など感心しました。

26 すみれ保育園 21
職場独自の
取り組み

◎
｢LAS-E実施計画書｣をオリジナルで作っていて、職員、パー
ト、園児、保護者の別に活動を決めています。
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26 すみれ保育園 総
全ての行動を環境配慮活動に結び付け、全職員から園児まで
浸透しています。毎年そうであると思うが是非継続維持しても
らいたいです。

26 すみれ保育園 良

とにかく状況伝達徹底が素晴らしい。
数値目標と経過でのチェック。園児にもパネルを作って教育し
ています。
朝礼でパート職員にも。今年からは保護者も巻き込んでいま
す。

27 子育て支援課 21
職場独自の
取り組み

◎
医療証のわずかな余白に目をつけ名刺サイズのメモ用紙とし
て利用されていました。紙削減の難しい取組の中一部で文字
のない白紙部分にまで目をつけた活動を評価します。

28 まちづくり計画課 総

多摩の自治体で、崖線の協議会があり、平成２４年度は、福
生市が幹事となり崖線ウォーキングを実施し、第2ステージへ
向け、着々と成果を上げつつあります。
市民への公開としてパブリックコメントをHPで行っています。

28 まちづくり計画課 良

地球環境との調和を考慮し、計画を立てています。
都市計画マスタープランを地球環境との調和の実績を図り、
現在策定中の緑の基本計画（H25,26）で、都市マスの成果を
踏まえ、市民意見の反映を図っています。

29 施設課 35
苦情、要望へ

の対応
◎

市民からの環境関連の問い合わせ、苦情・要望に対して迅速
に対応しており、また管理台帳によりフォローされています。こ
の処理手順についてPCで職員が見れるように工夫し、徹底を
図っています。ぜひ横展開したい取り組みです。

29 施設課 総
公園、道路、下水道、建築と広範囲な業務を担当する中で、市
民参加への計画と工夫を取り入れるとともに、進捗状況につ
いて公開しています。

29 施設課 良

市民からの環境についての問い合わせや苦情・要望に即対
応しています。記録台帳を整備しPCでルール化（文書化）され
ています。
下水道の施設見学会を計画し、市民への参加と充実化への
努力を払っています。

30 会計課 総
執務室、カウンター、会議室など多くの掲示物があり、目から
入って自然に行動できるように配慮されています。

30 会計課 良

常駐する西武信金の職員さんにもLAS-Eの計画・目標・取組
みをよく伝達し、西武信金の方も伝達内容を忘れないよう共有
するなど、職場全体で基本的な取組みをしっかりやろうという
熱意が感じられました。

31 監査委員事務局 総
ハンドブックをよく理解し、実行しています。
教育研修の実績資料等もよく管理しています。

31 監査委員事務局 良 物品の在庫管理は適正に行われています。

32
選挙管理委員会
事務局

15
独自目標の
認識・理解

△
数値による目標を把握していず、どこに書いてあるかもとま
どっていららっしゃいました。

32
選挙管理委員会
事務局

総

選挙の時、体育館などに敷く養生マットを投票用紙（すぐ開く
様にプラスチックが織り込まれている）をリサイクルした安価な
ものを使用しています。使用後は廃棄するマットだが、廃棄し
ない緑のマットはクリーニングコストと環境負荷になる汚れと、
どちらが良いのか悩ましいところです。

32
選挙管理委員会
事務局

良

その他様式を使い、毎月運用状況をチェックしているのが良
かったです。その中でも事業者等要請実施状況に関する記録
にも、事業者の入れ変わりが多い所にも係わらず、きちんと記
入しているところに好感が持てました。

33
教育委員会庶務
課

総
職員によく教育が行われ理解できていることが確認できまし
た。

33
教育委員会庶務
課

良

８月の研修で実行責任者が資料を作成し地球環境問題を教
育されており環境についての関心の深さを感じました。また小
中学校にデマンド監視装置を導入されて22年度に比べて節電
されていることが確認されました。
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34 指導室 総
学校の環境教育やCO2削減月間について、優れた取組手法
の情報を集約して広めるなど、各校の取組を底上げする支援
をしていただくと、第2ステージにつながっていくと思います。

34 指導室 良
全小・中学校で実施するCO2削減月間を推進するための指導
をされ、優秀賞を連続で受賞する学校も出ています。

35
福生市第一小学
校

22
職場独自の
取り組み（重
点質問）

◎

環境月間に行われると主催のCO2削減アクションでは、児童・
保護者に積極的に働きかけるほか、チェックシートを低学年に
もわかりやすい表記でアレンジしたオリジナルなものにして、
効果を上げています。
製紙メーカーが回収リサイクルをしていることに着目し、セロ

35
福生市第一小学
校

総
「いいことは何でもやる」の精神で、校長以下みなさんが取り
組んでいます。熱心な姿勢にとても好感がもてました。継続を
お願いします。

35
福生市第一小学
校

良
活動の重点を、徹底したムダ排除・児童への環境教育として
おり、着実に効果を上げていらっしゃいます。

36
福生市第二小学
校

総

毎週金曜日にLAS-E関連のミーティング等を行っていること
は、少しづつでも全体に改題していく効果があると思います。
地球環境という大きな視点から細部にも目をこらしてLAS-Eに
取り組んでいると思います。トイレ改修時に自動水洗を取り入
れたりして、節水につなげていました。職員室もLAS-E関連掲
示がゆきとどいていました。

36
福生市第二小学
校

良

学校は各校努力していますが、二小は学校教育の現場として
可能な試みを行っていました。6月の環境月間には、チーム・
マイナス6%を教育の中に組み込み、都から表彰を受けていま
した。第三金曜日をLAS-Eの日にノー残業デーとしており、毎
週金曜日にLAS-Eデーなども取り組んでいます。管理者の努
力が理解できます。

37
福生市第三小学
校

総

東京都より依頼があったCO2削減への取り組みを5年生に対
して実施しています。こまめにじっこうすることがCO2削減に継
がることを学習した様子が伺えます。他の学年でも実施できる
か検討して頂き広めていただければと思います。

37
福生市第三小学
校

良

事務室前の緑のカーテンの実施、エコキャップ集め、ポイ捨て
の抑止力を狙った構内外の美化（整理）の徹底等、学校ならで
はの活動をされています。今後、LAS-Eと絡めた活動を展開し
ていただければと期待します。

38
福生市第四小学
校

総
全般的に配慮がされています。
学校→児童→家庭の効果を促進していただきたいです。

38
福生市第四小学
校

良
校外への情報誌等で、環境問題に触れています。
ペットボトルのキャップ回収をしています。

39
福生市第五小学
校

15
独自目標の
認識・理解

△
目標数値の把握、記録は、実行責任者が行っているので、職
員の意識付けが欠けているようでした。

39
福生市第五小学
校

良

愛鳥活動の際、ゴミ回収等を行い、野鳥への影響を指導して
います。学校だより（月次）にLAS-Eを掲載し、ＰＴＡに周知して
います。七小、三中との連携により地域の環境良化を意識し
ています。

40
福生市第六小学
校

総
年間を通して、日常的なLAS-Eへの取組を推進しており、学校
全体として環境問題への意識が高まっています。

40
福生市第六小学
校

良

好調のリーダーシップの下で、学校全体として省エネルギー、
リサイクル等に積極的に取り組んでいることがわわかりまし
た。特に、無駄な電気は使用せず、こまめに消灯していること
や職員会議等の文書をできる限り裏紙を使用して作成するな
ど、教職員の取組を推進するとともに、毎年6月の「CO2削減
アクション月間」を中心に児童の取組も力を入れて行っていま
す。

41
福生市第七小学
校

13
基本目標の
認識・理解

◎
校内で、環境の取組みを掲示しています。（一覧表）
学年ごとにできる環境目標を決め、継続しています。
他の学校の参考になるものと考えます。

41
福生市第七小学
校

総
校内の環境教育の取組みが、それぞれの家庭の取組みにつ
ながるよう考えている姿勢がある点はすばらしいです。
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41
福生市第七小学
校

良

校内でわかるように環境の取組みを掲示しています。
学年ごとに環境目標を決め、継続を心がけています。
地域との取組み（正月飾り）を通して自然環境教育をしていま
す。

42
福生市第一中学
校

21
職場独自の
取り組み

◎

廃物利用の手作り作品がすばらしいです。玄関の花台（紙
製）、食堂の下足棚(図書室の廃棄書棚）、熊手置台（廃材）
等。用務員さんが作製したとのことで、全職員がエコの取組み
に熱心であることが窺えました。

42
福生市第一中学
校

総

全体的に環境配慮行動が浸透しているように見受けられま
す。継続して取り組んでいただくように願います。
東京都教育委員会から生徒のCO2削減行動に対し賞（協力
賞・環境教育優秀校）をもらうほど生徒の行動にも環境配慮が
行き届いています。

42
福生市第一中学
校

良

数値データを注視し、職員会議で皆が状況を認識、注意喚起
しています。数値分析も行われています。
デマンド計からのアラームに皆で対応し、電力消費削減に努
めています。

43
福生市第二中学
校

総

学校として、環境基本計画をブレークダウンして、環境保全活
動を実施しています。（教育、紙削減、節電、ゴミ）
環境配慮設備への対応を検討するも、予算関係で計画されて
いません。

43
福生市第二中学
校

良
ゴミ分別を継続して取組み、成果を上げています。（前年度比
10％削減）
紙、節電、ゴミへの対応と確認チェックが徹底されています。

44
福生市第三中学
校

総
基本的な取組は問題ありません。環境教育の今後の展開に
期待します。

44
福生市第三中学
校

良

小中学校で行っている環境教育の取組について情報交換し、
9年間の流れをつくろうとされています。小中一貫の環境教育
としてどのような活動が展開されるのか、楽しみにしていま
す。

45
学校給食セン
ター

総

施設の老朽化で給食業務に衛生管理面から苦労し、努力され
ています。施設の環境配慮面については、施設の更新化に反
映するよう検討しています。事前調査書が手許にあればよ
かったと思います。

45
学校給食セン
ター

良
地産地消に取組み、給食に活用して拡大努力しています。
学校にて地元産野菜を説明し、環境学習に努めています。

46 生涯学習推進課 総
全体的に核施設を含め、紙の削減などに努めていることを継
続して実施していただきたいです。

46 生涯学習推進課 良
地域会館の集金を公用車から自転車に変更しました。
郷土資料室の展示ケース内の証明をLEDにしました。

47
中央体育館・ス
ポーツ振興課

14
環境影響の
認識・理解

△

舞い上がってしまった感が強いですが、ハンドブックにきさいさ
れていることを助言したにもかかわらず開かれず、キーワード
が出て来ませんでした。研修の中で、一歩踏み込んで、一人
ひとりの活動が「何のために」行われているのかを振り返って
頂きたいと思います。

47
中央体育館・ス
ポーツ振興課

総
野球場の人口芝生化に伴う夜間使用電力の増加等、全体的
な使用量を目標値と比較されて良く分析されていると思いま
す。

47
中央体育館・ス
ポーツ振興課

良
電灯の改修（交換）の際には積極的にLED化を進めています。
利用者が不便を感じる事がない配慮も良かったです。

48 公民館 13
基本目標の
認識・理解

×

一般職員をランダムに聞いたら、職員ハンドブックの存在もあ
やふやだったようです。研修は行い、各職員は省エネを理解し
取り組んでいるようですが、LAS-Eや目標とのリンクがいまひ
とつかもしれません。
研修のあり方も一考していただきたい。全職員がLAS-Eとリン
クするようなものが望ましいと思いました。
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48 公民館 総

公民館としての立ち位置が難しいようです。さくら会館は複合
施設で、シルバーや学童も含まれ、公民館が使っていないガ
スはシルバー、学童が使っています。実際に使っているところ
が数値を直接確認できるようにしたほうが良いと思いました。
今も公民館の事業で環境に関することを行っていますが、今
後市民がLAS-Eを周知できるような講座なども行ってほしいと
思います。

48 公民館 良
環境やエコにつながる講座を行っているのは今後も続けてい
ただきたいです。（資料３枚）

49 松林会館 総
地域の方との交流の中で緑のカーテンをはじめ、環境配慮の
取組みがされています。

49 松林会館 良
前回監査で△指摘内容を良く認識し、前向きに取り組んでい
ます。

50 白梅会館 総
嘱託員にエコシティふっさの基本目標を質問したが、完璧に答
えるなど館全体でLAS-Eの周知、徹底がされていました。

50 白梅会館 良
熊川分水たんけん隊や親しむ講座など、市民とともに環境に
対する目的を共有していました。

51 中央図書館 総
エコアクションとしての第１ステージをクリアされています。第
Ⅱステージの情報発信としての融合の場となって欲しいと思い
ます。

51 中央図書館 良
エコに対する意識が高く、市民への情報発信を考えて、エント
ランスに情報コーナーを設け、啓発活動を実施しています。

52 武蔵野台図書館 22
職場独自の
取り組み（重
点質問）

◎
ゴミの分別について職員が 終持ち出しまで携わっており、管
理が良く行き届いています。図書館の一部に環境スペースを
設け、広く市民にもLAS-Eの啓発をされています。

52 武蔵野台図書館 総
実行責任者、一般職員の方ともLAS-Eの趣旨をよく理解して
いる感じがありました。抜き打ちでゴミ箱をチェックしています。

52 武蔵野台図書館 良
市民から持ち込まれた本は、再利用するものとリサイクル本と
して自由に持ち帰ってもらえるようにエレベーター横に陳列さ
れていました。

53 郷土資料室 34
施策・事業の
点検評価

◎

文化財の保護や鳥類の調査活動の成果を、緑豊かな優れた
居住環境作りのための指標や計画として活用することを目指
しており、環境基本計画の中期実施計画と関連づけて事業を
発展させていらっしゃいます。

53 郷土資料室 総
環境保全活動への理解を深めており、市民とのコミュニケー
ションを得る努力をされています。

53 郷土資料室 良
福生の自然保護に向けた活動として、鳥類の調査を通じて自
然生態系を観察し、福生のまちづくりに生かす計画の策定と
推進を図っています。

54 わかたけ図書館 良

環境に関する本を集めコーナーを設置してありました。中央図
書館でも実施されていた記憶がありますが、水平展開ができ
ていると思います。照明に関して間引き節電と徹底しており窓
からの明かりを上手に取り入れていました。工夫が見られ良
かった。

55
福祉センター（社
会福祉協議会）

総
各項目とも○レベルにきたが、さらなる改善を期待したいで
す。

55
福祉センター（社
会福祉協議会）

良

○前回指摘事項の改善：
H-24年度四半期の実績について11月7日全員に連絡。ガス及
び不燃ごみが注意レベルにありさらなる対応を要請し事前に
手を打ってきた。今後についてもさらなる削減や節電を要請、
期待感が出てきました。
○出入り業者への環境配慮要請：
様式１｢事業活動における環境配慮のお願い｣について目立つ
色、目立つ大きさ(Ａ－3)にコピーして掲示してありました。

56
熊川・田園・武蔵
台児童館

22
職場独自の
取り組み（重
点質問）

◎

農業体験で自分たちで育てた野菜を調理し食べることにより、
好き嫌いがなくなり両親も喜んでいます。また、周辺の方々と
の繋がりも回復し、ゴミも少なくなり、良好な関係を保つように
なりました。
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56
熊川・田園・武蔵
台児童館

総
職員ハンドブックを遵守して業務を行っています。特に問題点
はありませんでした。

56
熊川・田園・武蔵
台児童館

良

児童に農業体験を開始したことで、自分たちで取った野菜をお
やつで食べることにより好き嫌いがなくなっています。また、自
演に接することで生物の生長を体験しています。周辺のゴミが
減っています。

57 市民会館 19
職員への教
育の実施

◎
研修はハンドブックを使い、同じことでも何度も行い、テスト形
式を独自に作成し再確認を行っています。庁内の参考になる
ものと思います。

57 市民会館 総
職員への教育の実施を徹底しています（毎月１回の職員研修
は、テスト形式を作成し確認している）。電気の使用をこまめに
行っています。

57 市民会館 良
口頭での研修が多い中、研修後に独自でテスト形式を作成
し、書くことで定着を図っています。

58
熊川・福生地域
体育館

13
基本目標の
認識・理解

△
職員への質問事項において「基本目標をお答えください」と
いった質問について、ハンドブックの確認とページの提示が欠
落していました。

58
熊川・福生地域
体育館

14
環境影響の
認識・理解

△

緑のカーテンやゴーヤなどを育てたりといった試みを行ってい
たのが、日常の事務活動を地域環境・地球環境への影響と
いったこととのつながりについて即答できず、ハンドブックを提
示することもできなかった点が残念でした。

58
熊川・福生地域
体育館

15
独自目標の
認識・理解

△

施設としての数値目標を把握されているかの質問について、
ハンドブックの数値辺を提示することがなかった点は残念でし
た。明確に目標値を頭に入れる、あるいは見える形で表示し
てあればと思いました。

58
熊川・福生地域
体育館

総

実行責任者はLAS-Eを理解し、自信を持って答えられました。
実践も確実に行っていました。各部屋や水、電気、ガス等の省
エネ化について頑張っていました。一般職員のLAS-Eへの認
識やハンドブックの読み込みが不足している点が残念でした。

58
熊川・福生地域
体育館

良

実行責任者は、LAS-Eの様々な試み、努力を行っていました。
事務室内の表示、各ミーティングなどでの研修、ノーマイカー
を徹底している点は好感を持てました。光熱水費などについて
も合理的な考えで省エネを行っていて、好感を持ちました。

59
教育センター（指
導室）

総
事務室内のすき間風対策として壁にダンボールを貼られてい
たり、寒さ対策としてオーバーパンツをはかれていたりと苦労
がうかがえます。

59
教育センター（指
導室）

良

３ヵ所の拠点に分かれていて、全員があるマルコとが難しい中
でも、月末の金曜日に研修を実施されているとのことです。ま
た公用車のガソリン使用（年40ℓ）を大幅に上回った原因に関
しても学校等の訪問回数が増えていることや幼稚園・保育園
の巡回が増えたことなど具体的に把握されていました。

60 市長 総

推進委員会の場でLAS-Eの 高責任者としてのコミットが見
て取れました。直近ではCO2排出削減のためのコストダウン、
日常のエネルギー使用量への指示などがありました。
環境基本計画の進捗を把握され「おおむね順調」とした上で、
進捗のない計画には推進を支持されています。中期実行計画
において9項目に数値目標を設定され、全体の問題意識を高
められました。
LAS-Eを導入し5年目を迎え、市民参加のエコシティふっさの
町づくりに一層努力されようとしていらっしゃいます。市民参加
のLAS-Eに取り組み成果や変化もみられることから、大いに
福生市の環境活動をアピールしていただきたいと思います。
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60 市長 良

LAS-Eを運用して庁内・市民の意識が変わったとの評価をし
た上で、第2ステージへの取り組みの決意を明確に表明されま
した。
新エネルギービジョンの「2030年にCO2排出削減50％」の達成
に向けて厳しい状況であるという危機感をお聞きできました。
時代の推移とともに状況が変化してきていることから目標を考
え直すことも視野に入れていらっしゃいますが、目標に向かっ
て近づいていきたいとの思いも伺いました。CO2排出削減に一
層の施策を打っていただくことを期待します。

61 副市長 総

平成24年7月に副市長に就任差r手から、LAS-Eでの環境活
動についてよく認識され、計画への達成に向け努力されてお
られます。環境推進委員会での議論の指示、所属職員への伝
達内容については、もう少し具体的に説明がほしかったです。

61 副市長 良

所管している業務に関連して、環境基本計画の施策遂行に向
け、強い決意で計画を遂行するとの説明はとても良かったで
す。特に厳しいエネルギーの課題に対して取り組む姿勢と施
策に期待します。

62 教育長 総
平成25年1月4日就任されたとはいえ、前任者よりの引継ぎも
しっかりされており、今後に期待をさせていただきたいと思い
ます。

63 議会事務局長 総
打合せ調整済とのことですが事務室のレイアウト上暖房温度
は25℃に設定されておりましたが、事務室内は17℃です。扇
風機を利用されて空気を循環させてみてはいかがでしょうか

63 議会事務局長 良
議員の方達も巻き込んでＬＡＳ-Ｅに協力して頂くよう要請され
ています。

64 企画財政部長 17
ＥＭＳ上の
役割の理解
（推進委員）

◎

紙を所管している課、システム課から半年で異常値が出た。
掛け声で削減を促進も効果なさそう。そこで庁舎内のWｉＦｉ現
場など通信手段を替え、電子データで扱えるようにしようとして
います。庁議もＰＣで行い、さらに改善を図るように手を打って
います。配下の５つの課に削減の議論を深めさせるよう働き
かけていらっしゃいます。

64 企画財政部長 24

部門間協議
の定期的開
催（環境推進

委員会）

◎

推進事務局で問題提起をなさっています。「５０％削減目標の
見直し」や［ＣＯ２削減の手法の検討］など。たとえばＰＰＳ採用
で東電から切り替えているがジレンマ（電気料金、ＣＯ２排出）
を感じつつ、エネルギービジョンの方向性のまとめ役を担って
いらっしゃいます。
２ステージの市民を巻き込んでの活動も視野に置いてい

らっしゃるようです。

64 企画財政部長 総

部長職として配下への目配りもきちんとしていらっしゃるし、一
方推進委員として庁舎全体の課題、問題点も把握され、委員
としてＬＡＳ-Ｅの方向性に目を向けてくださっている。
推進委員会の活発な議論の引き出し役としてよろしくお願いし
ます。

64 企画財政部長 良
いろんな角度からＬＡＳ-Ｅを捉えていらっしゃるので、問題点
の解決や方向性の見直しに期待ができると思いました。

65 総務部長 総

配下の職場での目配り（特に紙の消費抑制、電力のデマンド
系による改善）をされており、一方、推進委員としてのお立場
からさらなる省エネに取り組まれようとしている。継続して成果
につなげていただきたいと思います。

65 総務部長 良
省エネ診断の報告書の指摘内容をどうフォローするかを考え
ようとされていおり、アクションにつなげようとなさっています。

66 市民部長 総
前回の指摘事項についてですが、事務活動により環境へ悪影
響を出さないように考え指導されていました。

66 市民部長 良 課の取組を掲示して共有意識を高めています。

67 生活環境部長 総
環境関連での幅広い業務を担当しており、重要なミッションを
担っています。この状況下で市民参加への工夫も考慮し、情
報の収集と発信に努力しています。
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67 生活環境部長 良

現状かかえる環境課題をとらえ、対応を検討し、生活環境部
長の任務を遂行しています。
市民の情報収集と計画への反映に努力されています。（取組
みも意欲的です。）

68 福祉保健部長 総

3.11による変化を、今後どのように総括して政策につなげてい
くかなどは、大きな方向を決定するために必要なことと思われ
ます。ステージを上げることと、毎年実施する、現状を見直す
LAS-Eの方法論をどのように統合化していけるかは、とても大
きな課題だと思いました。

68 福祉保健部長 良

推進本部長として、LAS-E全体を把握していました。大きな政
策、例えば50％削減目標の今後の推移などについて、今後、
次のステージへ上げずに現状をもう少し追求した方向性が
あってもよいのではないかといった意見もありました。主体的
に推進本部の方向性を考えていると思います。

69 子ども家庭部長 総
児童館の農業体験を高く評価されていました。類似の取り組
みが広まるよう、支援を進めてください。

69 子ども家庭部長 良
保育園・児童館・育成センターという所管する外部施設に関し
て目が届きにくい分きちんとフォローしようとされています。

70 都市建設部長 総
環境推進委員会の議論についてもよく把握し、部全体にLAS-
Eの精神を徹底しています。継続していただきたい。

70 都市建設部長 良
24、25年度は公園など大きな工事があるとのことです。工事に
あたり、緑の保全・確保を環境面で特に重視しています。（緑
の基本計画をふまえて答えています。）

71 会計管理者 総
事業課ではない分、基本をしっかりという考えを徹底されてい
ます。

71 会計管理者 良
実行責任者も兼ねているということで、推進委員会の議事内
容を直後に職員に伝えていらっしゃいます。情報を新鮮なうち
に共有しようとすることは大切だと思います。

72 教育次長 良

所管されている業務内容と環境へ与える影響をよく認識され
ていて良かったです。環境推進委員会にも３回出席されており
第２回目の協議の際に出たＣＯ2-50％の目標数値を今後どう
するのか考えられており意識の高さが伺えました。

73 教育委員会参事 総
ハンドブック、中期実施計画については当然かもしれませんが
良く理解していると感じました。学校との対応が大変のようで
す。

73 教育委員会参事 良
第二ステージへの移行についてかなり難しいとしながらも、前
向きに考えています。各校の環境教育の支援や教員向けの
研修などに積極的に取り組まれることを期待します。

74 総務部参事 総
推進委員の立場としてよく勉強されています。部下の方への
指導も十分であると感じました。

74 総務部参事 良
LAS-Eの意義や重要性を感じており、国体本番に向けてどう
生かしていくかよく検討していることが感じられます。

事 事務局 総

各職場における研修が形骸化しつつある印象を受けました。
職場研修で扱うべき内容や優れた研修・情報共有の方法を発
信するなどのサポートが必要ではないでしょうか。
CO2削減目標の妥当性について、推進本部での関心も高まっ
ているようです。目標についてよく検討し、達成に向けた手法
も含め、意味のある計画を立て実行されることを期待します。

事 事務局 良
LAS-Eニュースの発行や市民監査員へのマネージャー会議・
推進本部会議記録の開示など、より開かれたシステムにする
ために相当の努力をされていると感じます。

10


