
【改訂履歴】
版（改訂年月） 項目１ 項目２ 項目３ ページ 主な改訂内容（概要）

表紙 - - - 表記修正
　・「令和３年度版」追記

第４次福生市地球温暖化対
策実行計画

- 項目追加
　・計画策定に伴う項目「第４次福生市地球温暖化対策実行計画」追加
（計画期間：令和３～５年度）
　・計画終了に伴う項目「第３次福生市地球温暖化対策実行計画」削除
（計画期間：平成28～令和２年度）

全職員に共通した取組
　～
市としての取組

表記修正
　・項目名「取り組み」→「取組」（４ヶ所）

各部署・施設での取組 表記修正
　・項目名「各部署での」→「各部署・施設での」

事業者・施設利用者への要
請書式（様式１～３）
　～
福生市地球温暖化対策実行
計画の策定並びに環境マネ
ジメントシステムの実施及
び推進組織の設置に関する
要綱

ページ番号修正

想定値調査（報告様式３） 表記修正
　・項目名「数値目標」→「想定値」（再定義）

環境マネジメントシステム
に取り組む目的

（１）福生市環境マネジメ
ントシステム導入の目的

1 表記修正
　・「同時に、環境配慮取組を通じて日々の業務状況を把握し、改善につ
なげる機会とします。」追記
「F-e運用年度」表記修正
　・「取り組み」→「取組」
「F-e対象範囲」表記修正
　・①「図書館等。」→「図書館等」（句点削除）
　・①「消防団関連施設」→「防災関連施設」
　・①「道路照明灯」→削除
　・②「れんげ園」追記
　・③「（職員室・事務室に限る）」→削除

「取組項目」表記修正
　・「取組み」→「取組」
「数値目標」表記修正
　・「実施計画」→「実行計画」
　・「ごみ」→「廃棄物」
「環境配慮」表記修正
　・「など。」→「など、」
　・「取り組み」→「取組」
「環境経営」表記修正
　・「環境に対する総合的で効率的な行政運営や政策立案等」→「各課・
施設の環境配慮行動・F-e運用状況等に関する点検や内部共有など、」
　・「取り組み」→「取組」

「環境協働」表記修正
　・「パートナーシップによる事業実施や政策決定等地域で」→「パート
ナーシップにより」
　・「内容」→「事業・政策決定など」
　・「取り組み」→「取組」

具体的な行動など

令和３年８月

F-eの用語と定義 【システム全般】

目次 -

F-e様式・資料集

福生市環境マネジメントシ
ステム
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【改訂履歴】
版（改訂年月） 項目１ 項目２ 項目３ ページ 主な改訂内容（概要）

「環境監査」表記修正
　・項目名「監査」→「環境監査」
　・「原則として全ての実行部門を対象に、取り組み状況を点検」→「原
則として、全ての施設所管課を対象とした『事前書面調査』及び温室効果
ガス排出量等を踏まえ年度ごとに選定した部署・施設を対象とした『現場
監査』を以って、取組状況やマネジメントの運用状況を点検」

「優良取組選定」項目の追加
注釈「＊『環境監査』『優良取組選定』については、令和３年度に再定
義」追記
「環境推進委員会」表記修正
　・「部長等」→「部長・参事」
　・「副委員長：副市長」→削除
「推進事務局」表記修正
　・「F-e運用状況の集約」→「F-e運用状況の調整・集約」
　・「推進組織の」→「推進組織との」
　・「・庶務」→「、各種庶務」

「実行部門」表記修正
　・「部署の職員（市職員、教員、嘱託職員。福生市パートタイマー雇用
規定に定めるパートタイマーを除く）。基本的に全職員（指定管理者の施
設職員を含む）」→「課・施設における、基本的に全職員（市職員、教
員、会計年度任用職員、指定管理者の施設職員を含む）」
　・「取り組み」→「取組」

「実行責任者」表記修正
　・「各課（施設）」→「課・施設」
　・「施設責任者」追記
　・「取り組み」→「取組」
　・「所管する」→「行う」

「監査チーム」表記修正
　・「取り組み」「取組み」→「取組」
　・「市民・環境マネージャー」→「市民、環境マネージャー」

【事務事業の定義】 項目タイトル「用語・事務事業」「定義」レイアウト・フォント修正
　・左揃え→中央揃え
　・HG丸ゴシックM-PRO→MSゴシック

≪庁内推進組織≫
福生市環境推進委員会

表記修正
　・「●目標の決定」→「●全体の方針の決定・指示（委員長）　●全体
の方針を踏まえた具体的な方針の協議・決定・指示（委員）」

≪庁内推進組織≫
環境マネージャー会議

表記修正
　・「議長」→「正副議長」
　・「●F-e運用上必要な事項（目標）の協議、監査」→「●F-e運用上必
要な事項や具体的な方針に基づく取組方法等の協議」
　・「●監査・優良取組選定」追記

≪庁内推進組織≫
実行部門

表記修正
　・「（基本的に全職員）」追記
　・「施設所管課」「その他部署」追記（再定義）
表記修正
　・「トップダウンによる運用　実施方針等の 指示（指示に対する現場の
報告 を含む）」追記（再定義）
　・「指示」「報告」→削除（上記に包含し再定義）

レイアウト修正
　・矢印の表示範囲の修正

令和３年８月

F-eの用語と定義

≪庁内推進組織≫
報告・指示（矢印）

【システム全般】

【組織の定義】 3

福生市環境マネジメントシ
ステム

4F-e推進体制と役割
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【改訂履歴】
版（改訂年月） 項目１ 項目２ 項目３ ページ 主な改訂内容（概要）

表記修正
　・「市民、環境マネージャー、環境政策の専門家」→「監査チームより
選抜」
　・矢印「検討結果の報告」→「検討結果報告」

レイアウト修正
　・矢印「監査結果報告」の方向修正

監査チーム 表記修正
　・「●取組項目の実施状況の監査及び取組みの助言」→「●取組状況や
マネジメントの運用状況を点検（監査）　●水平展開が望まれる良い取組
の選定（優良取組選定）」（再定義）
　・矢印「監査スケジュールの提出」→「監査計画提出」
　・矢印「三役・推進委員監査」追記
　・矢印「取組みの助言または監査に基づく現場確認」→「環境監査（事
前書面調査　現場監査）」「優良取組選定」（再定義）
　・矢印「事務局監査」追記

表記修正
　・項目名「（生活環境部環境課）」→「（環境課）」
　・「●F-e運用状況の調整・集約」追記
　・「●実行部門との連絡調整」→「●各組織との連絡調整」
　・「●各種庶務」追記
　・矢印「各種調査・報告」追記
　・矢印「協議・相談」追記
　・矢印「運用状況の調整・集約」追記
　・矢印「連絡、調整」→「連絡調整」

レイアウト修正
　・矢印「各種調査・報告」「協議・相談」「運用状況の調整・集約」
「連絡調整」の方向追加

F-eの対象範囲 - 表記修正
　・「取り組み」→「取組」
表記修正
　・「取り組み」→「取組」
　・「取組項目監査」→「環境監査　優良取組選定」
　・「独自目標監査　※」→「目標監査」
　・★「前年度目標監査」→「目標監査」
　・注釈「※令和２年度は」→「※令和３年度は、令和２年度に引き続
き」

フォント修正
　・スケジュール月の数字「Century」→「HG丸ゴシックM-PRO」

このハンドブックについて - 表記修正
　・「環境配慮の確実な意識」→「環境配慮意識」
　・「取組み」→「取組」（２ヶ所）
　・「取り組み」→「取組」
　・「監査（取組状況の確認）や助言を受け」→「環境監査（取組や運用
状況の確認）や優良取組選定、またそれらに際しての助言を受け」

環境基本計画基本目標 - 表記修正
　・「『エコシティふっさ』の創造」→「エコシティふっさ」

環境基本計画の体系 基本目標実現に向けた取組 表記修正
　・「取り組み」→「取組」（３ヶ所）

令和３年８月

目標設定チーム

福生市環境基本計画 6

5

福生市環境マネジメントシ
ステム

4

推進事務局

F-e推進体制と役割

年間運用スケジュール -



【改訂履歴】
版（改訂年月） 項目１ 項目２ 項目３ ページ 主な改訂内容（概要）

第４次福生市地球温暖化対
策実行計画

- - 7 ページ追加
　・計画策定に伴うページ「第４次福生市地球温暖化対策実行計画」追加
（計画期間：令和３～５年度）
　・計画終了に伴うページ「第３次福生市地球温暖化対策実行計画」削除
（計画期間：平成28～令和２年度）

- 表記修正
　・項目名「取り組み」→「取組」
「■紙の使用量を削減するための具体的な方法」表記修正
　・①「また、パソコンからの印刷出力に際しても、両面印刷設定を積極
的に利用する。」追記（従前②の内容を①に統合）
　・「②パソコンからの印刷出力に際して、プリンター、コピー機等で両
面印刷設定が可能な場合には、積極的に利用する。」→削除（①に統合）
　・文章番号の修正「③～⑪」→「②～⑩」（上記修正に伴う）
　・③「（公文書は、使用済み用紙の裏面利用は×）」→「※公文書は、
裏面利用は×」
　・⑧「ページ数、部数」→「ページ数・部数」
　・⑨「情報システム課」→「情報政策課」
　・⑩「文書、資料」→「文書・資料」

「■ごみの排出量を削減するための具体的な方法」表記修正
　・⑧句点位置「。（食べれば～廃棄物）」→「（食べれば～廃棄
物）。」
「■電気・ガス等エネルギー使用量を削減するための具体的な方法」表記
修正
　・項目名「エネルギー（電気・ガス等）使用量」→「電気・ガス等エネ
ルギー使用量」
　・⑥注釈「※設定温度ではなく室温」追記
　・「⑧シュレッダー等常時使用しない機器類は使用時に電源を入れ、使
用後は必ず電源を切る。」→削除
　・文書番号の修正「⑨～⑭」→「⑧～⑬」（上記修正に伴う）
　・⑨句点位置「。（市民の～除く）」→「（市民の～除く）。」
　・⑫「終業後、」→削除
　・⑫「切り忘れがないか」→「切り忘れを」
　・表「《空調設備使用時におけるエネルギー等削減手法例と効果》」追
記
　・表「《パソコン使用時におけるエネルギー等削減手法例と効果》」追
記

「■水の使用量を削減するための具体的な方法」「■物品を購入する際に
留意すること」の記載順修正
「■水の使用量を削減するための具体的な方法」表記修正
　・②「バケツ等を使い」→「バケツ等を使い、」
　・④「施設の設置、改修」→「施設の設置・改修」
「■物品を購入する際に留意すること」表記修正
　・②「印刷用、コピー用」→「印刷・コピー用」
　・②「可能な限り再生紙を購入する」→「再生紙の購入に努める」
　・③「再生紙を使用し『再生紙を使用しています。』と標記し、」→
「再生紙を使用し、その旨を表示して」
　・④「その旨を表示し、」→「その旨を表示して」

令和３年８月

全職員に共通した取組

具体的に行動すること
１　各職場において環境配
慮行動を実践すること

10

9具体的な行動など



【改訂履歴】
版（改訂年月） 項目１ 項目２ 項目３ ページ 主な改訂内容（概要）

表記修正
　・注釈「★第４次計画における重点取組項目」追記
　・２段落目「市内の移動には可能な限り公用自転車を活用し」→「市内
の移動には、原則として公用自転車を活用するよう努め」
　・２段落目「公用車を利用する場合は電気自動車やハイブリッド車など
環境負荷の少ない公用車も導入されていますので、可能な限り電気自動車
やハイブリッド車を利用してください」→「公用車を利用する場合は、可
能な限り電気自動車やハイブリッド車など環境負荷の少ない公用車を利用
してください。」
　・２段落目「市内の移動には（中略）利用してください」下線追加
　・２段落目「取り組み」→「取組」

「■公用車を運転するとき」表記修正
　・「⑦市内の移動は、原則として公用自転車を使用するよう努める。」
→削除
　・表「《自動車使用時におけるエネルギー等削減手法例と効果》」追記

具体的に行動すること
３　通勤手段が環境へ及ぼ
す影響を抑制すること

表記修正
　・「排出を抑制することができます」→「排出を抑制できます」
　・「公共交通機関を利用したり」→「公共交通機関の利用や」
　・「自転車利用や徒歩」→「自転車・徒歩」

「■電気を使用すると…」～「■ガソリン車等を使用すると…」レイアウ
ト修正
　・各項目の図形「角丸四角形」「右矢印」の配置を上下中央揃え
「■ガソリン車等を使用すると…」表記修正
　・「騒音・振動の発生」→削除

13 「■水を使用すると…」～「■廃棄物を排出すると…」レイアウト修正
　・各項目の図形「角丸四角形」「右矢印」の配置を上下中央揃え

- 表記修正
　・項目名「各部署での」→「各部署・施設での」
　・項目名「取り組み」→「取組」
表記修正
　・「パートタイマー」→「非常勤職員」（２ヶ所）
「■市議会、常駐事業者等を所管する部署では」表記修正
　・①「取り組み」→「取組」
　・注釈「（P28）」追記
　・要請対象者「パートタイマー（福生市パートタイマー雇用規定に定め
る者）」→「非常勤職員」

２　庁舎・施設に出入りす
る事業者等に対し、環境配
慮の要請を行うこと

「■庁舎・施設に出入りする事業者に対しては」表記修正
　・①「過剰な包装はしない」→「必要最低限の包装（過剰包装の禁
止）」
　・注釈「（P29）」追記

３　公共施設の利用者に対
し、環境配慮の要請を行う
こと

表記修正
　・文章番号「①」→削除
　・注釈「（P30）」追記

４　公共工事等の際に環境
配慮に取り組むとともに、
調達時にはエネルギー消費
量や排出係数が低減する手
法を検討すること

表記修正
　・項目名「公共工事等を実施する際は、環境配慮に取り組むこと」→
「公共工事等の際に環境配慮に取り組むとともに、調達時にはエネルギー
消費量や排出係数が低減する手法を検討すること」
　・注釈「★第４次計画における重点取組項目」追記
　・③「進める」→「進めてください」

「■策定中の計画について」表記修正
　・「情報公開・提供し、随時更新を行って」→「随時公開・提供して」

令和３年８月

各部署・施設での取組

１　市議会議員、非常勤職
員、庁舎・施設に常駐・常
在する事業者等に対し、環
境配慮の要請を行うこと

認識・理解すること
２　日常の事務活動によっ
て地域の環境や地球環境に
どのような影響を及ぼして
いるのか認識・理解するこ
と

全職員に共通した取組

具体的に行動すること
２　公用自転車を活用し、
公用車の利用による環境へ
の影響を抑制すること

５　環境に関する計画につ
いて内容（策定中の場合は
途中経過）を公開・提供す
ること

15

11

12

具体的な行動など
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【改訂履歴】
版（改訂年月） 項目１ 項目２ 項目３ ページ 主な改訂内容（概要）

「【公開・提供する事項】」表記修正
　・項目名「情報提供・公開」→「公開・提供」

９　施設のエネルギーを管
理する部署・施設では、運
用改善手法を最大限に実践
し、その結果を検証するこ
と【関係部署のみ】

17 表記修正
　・項目名「再生紙や施設のエネルギーを管理する部署・施設では、各部
署・施設における削減の具体的手法を検討し、実践すること」→「施設の
エネルギーを管理する部署・施設では、運用改善手法を最大限に実践し、
その結果を検証すること」
　・注釈「★第４次計画における重点取組項目」追記
　・文章及び表の内容に差し替え（第４次計画に基づく内容）
　・「P９～11の取組も参考に、」追記

１　取組項目、目標などF-
eの運用に必要な事項を決
定すること

表記修正
　・①の内容差し替え（再定義）

２　F-eの運用に関する評
価・見直しを行うこと

表記修正
　・①「取り組み」→「取組」

４　実行部門と同様に目標
達成に向けた取組を実践す
ること

表記修正
　・項目名「取り組み」→「取組」

- 表記修正
　・２段落目「各課」→「課・施設」

１　F-eの取組方法や改善
策などについて検討・協議
すること

表記修正
　・①「スケジュールの協議、」追記
　・①「取り組み」→「取組」

２　監査を行うこと 表記修正
　・「■具体的には」の内容差し替え（再定義）

３　優良取組選定を行うこ
と

項目追加（再定義）

４　数値目標のベースとな
る施設エネルギーや再生紙
などの最低所要量基準の設
定について検討・協議する
こと

表記修正
　・項目番号「３」→「４」（上記項目追加に伴う）

５　その他F-eの運用に必
要な事項を協議すること

表記修正
　・項目番号「４」→「５」（上記項目追加に伴う）

- 表記修正
　・「取り組み」→「取組」

１　事務活動に伴うエネル
ギー使用量やごみの排出量
等について、四半期ごとに
その実績を報告すること

表記修正
　・文章番号「①」→削除
　・「（P32）」追記
　・注釈文頭１字（スペース）→削除

２　環境に影響または関連
する計画や事業については
市民との協働に向けた取組
を視野に入れ、その予定と
実績を報告すること

表記修正
　・項目名及び②「取組み」→「取組」（計３ヶ所）

３　所管の職員の環境配慮
行動の徹底について管理す
ること

表記修正
　・「管理職である実行責任者は」→「実行責任者は」
　・①「取り組み」→「取組」

４　各職場において、環境
配慮に関する周知・確認を
行うこと

表記修正
　・「取組み」→「取組」

令和３年８月

各部署・施設での取組

庁内推進組織：実行責任者
（課長・校長等）の役割

庁内推進組織：環境マネー
ジャー会議の役割

５　環境に関する計画につ
いて内容（策定中の場合は
途中経過）を公開・提供す
ること

15

19

20

21

具体的な行動など

18庁内推進組織：環境推進委
員会の役割



【改訂履歴】
版（改訂年月） 項目１ 項目２ 項目３ ページ 主な改訂内容（概要）

５　職場における周知・確
認については、効果を確認
すること

表記修正
　・文章番号「①」→削除
　・「環境配慮行動が各職場において取組みが」→「環境配慮行動が、各
職場において」

６　各課・施設におけるF-
eの取組状況を定期的に点
検し、環境配慮に関する周
知・確認や実行責任者自ら
が受講した場合には、記録
を残すこと

表記修正
　・項目名「各課」→「各課・施設」
　・項目名「取り組み」→「取組」
　・①「各所管職員」→「所管職員」
　・①「取組み」→「取組」
　・②「31ページ」→「P31」
　・③「取り組み」→「取組」

- 表記修正
　・項目名「取り組み」→「取組」
表記修正
　・項目名「取組み」→「取組」
「■指定管理者による取組」表記修正
　・項目名「取り組み」→「取組」
　・１段落目「取り組み」→「取組」（２ヶ所）
「■実行責任者の役割」表記修正
　・第１段落「取り組み」→「取組」
「■一般の職員は」表記修正
　・「取組み」→「取組」
　・「（P９～17）」追記
「■市民による監査について」表記修正
　・「取組み」→「取組」

- 表記修正
　・項目名「取り組み」→「取組」
表記修正
　・項目名「取り組み」→「取組」
　・「４ページ」→「P４」
　・「３８～４１ページ」→「P39～42」
　・「２～３ページ」→「P２、３」

「■実行責任者の役割」
　・「２０・２１ページ」→「P20、21」

２　環境推進委員会、環境
マネージャー会議の定期的
開催を促進すること

表記修正
　・②「取り組み」→「取組」

３　全ての職員に対して、
環境問題に関する研修会を
定期的に開催すること

表記修正
　・②「シルバー人材センター」→「シルバー人材センター会員」
　・②「社会福祉協議会」→「社会福祉協議会職員」
　・③の内容追加

６　事務活動に伴う環境負
荷の発生量（エネルギーや
水・紙の消費量、ごみの排
出量など）を定期的に把握
し、公開すること

表記修正
　・①「（報告様式１（P32））」追記

７　各課における環境協働
の取組を定期的に把握し、
推進すること

表記修正
　・文章番号「①」→削除
　・項目名及び文中「取組み」→「取組」
　・「３２ページ」→「P33」

令和３年８月

庁内推進組織：実行責任者
（課長・校長等）の役割

指定管理施設における取組 22

１　指定管理者が管理する
公共施設（指定管理施設）
においても、F-eの目標達
成に向けた取組を実践する
こと

23市としての取組

１　環境への取組に関する
組織体制や責任体制を明確
にすること

24

21

具体的な行動など



【改訂履歴】
版（改訂年月） 項目１ 項目２ 項目３ ページ 主な改訂内容（概要）

表記修正
　・項目名「取り組み」→「取組」
　・注釈「※令和３年度は、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感
染症の状況を踏まえ、適宜提出時期（スケジュール）を変更できるものと
します。」追記

「■地球温暖化対策実行計画・環境基本計画実行計画推進のための状況調
査」表記修正
　・注釈記号「※」→「＊１」（２ヶ所）
「■F-e運用状況調査」表記修正
　・調査種別「数値目標調査」→「想定値調査」（再定義）
　・注釈「＊２」「＊２　令和3年度より、各部署・施設の目標値は、第4
次計画（P13～16）に基づいて推進事務局が設定し提示することとし、各部
署・施設においては「想定値」を設定していただきます。　詳細は、本ハ
ンドブックP26をご参照ください。」追記

「■F-e想定値変更様式」表記修正
　・項目名及び種別「数値目標」→「想定値」（３ヶ所）（再定義）
　・注釈「＊３」「＊３　令和3年度より、各部署・施設においては「想定
値」を設定していただきます。　詳細は、本ハンドブックP26をご参照くだ
さい。　この変更に伴い、従前の数値目標変更制度を、想定値変更制度と
します。」追記

F-e目標値の新たな設定方
法及び想定値の導入

26 ページ追加

事業活動における環境配慮
のお願い（様式１）

- 28 表記修正
　・「取り組み」→「取組」

施設利用における環境配慮
のお願い（様式３）

- 30 表記修正
　・「取り組み」→「取組」（２ヶ所）

想定値調査（報告様式３） - 33 表記修正
　・項目名「数値目標」→「想定値」（再定義）
　・報告様式の差し替え（再定義）

奥付 - - 44 編集・発行年月の更新

令和３年８月

25F-e関連取組の運用状況調
査一覧

市としての取組

F-e様式・資料集

具体的な行動など


