
【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４年度版」追記
　・きょーちゃんのふきだし「目標や取組項目」→「内容」

目次 福生市電力の調達に係る環
境配慮方針

項目追加

福生市環境物品等の調達に
関する基本方針（グリーン
購入）について
　～
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

「F-e対象範囲」表記修正
　・②「れんげ園」削除
「基本指針」表記修正
　・「言う」→「いう」
「目標」表記修正
　・「作成」→「作成する」
「数値目標」表記修正
　・「年度単位の」削除
　・「『第４次福生市地球温暖化対策実行計画』の計画期間中（令和３年度
～５年度）は同じ値を使用する。」を追記

「環境監査」表記修正
　・「全ての」削除
　・「以って」→「もって」
「環境推進委員会」表記修正
　・「委員長」→「委員長（＝市長）」
　・「委員長：市長」削除
「推進事務局」表記修正
　・「環境課」→「環境政策課」

【事務事業の定義】 「環境影響事業」表記修正
　・「言う」→「いう」（２か所）

F-e推進体制と役割 推進事務局 4 表記修正
　・項目名「（環境課）」→「（環境政策課）」

F-eの対象範囲 - 表記修正
　・「指定管理施設」→「指定管理者制度導入施設」
表記修正
　・「目標監査」に「★」を追記
表記修正
　・注釈「※令和３年度は、令和２年度に引き続き」→「※令和４年度も、
引き続き」

このハンドブックについて - 表記修正
　・「訪れます」→「訪れて確認します」

3

5

F-eの用語と定義 【システム全般】

【組織の定義】

令和４年10月

-F-e様式・資料集
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年間運用スケジュール -

福生市環境マネジメントシ
ステム



【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）

- - 7 「１　計画の目標」表記修正
　・「算出した値」→「値」削除
　・「市有施設の最終目標」→「市有施設の温室効果ガス排出量の最終目
標」

「２　目標達成に向けた取組」表記修正
　（１）
　・「排出量も」→「排出量を」
　（２）
　・「削減量」→「削減量は」
　（３）
　・「機会」→「機械」
　・「勧め」→「進め」

9 「■紙の使用量を削減するための具体的な方法」表記修正
　・⑦「資料など」→「資料等の」

10 「■物品を購入する際に留意すること」表記修正
　・①「福生市環境物品等の調達に関する基本方針」の掲載ページ数修正
　・②「（P37資料集参照）」を削除

11 「■物品を購入する際に留意すること」表記修正
　・⑦「使い捨て商品は、できるだけ購入を控える。」→「使い捨て商品の
購入はできるだけ控える。」
　・⑧「購入時、」→「購入時は」
　・⑧「包装紙は、」→読点削除

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

「■公用車を運転するとき」表記修正
　・⑤「むだ」→「無駄」

認識・理解すること 12 タイトルの文字配置を修正
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

14 表中の表記修正
　・「環境課」→「環境政策課」

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

「福生市市有施設省エネルギー・再生可能エネルギー推進指針」の掲載ペー
ジ数修正

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

「■策定中の計画について」表記修正
　・「広報紙や市のホームページ」→「ホームページや広報」

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

各部署・施設での取組
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全職員に共通した取組具体的な行動など

第４次福生市地球温暖化対
策実行計画



【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）

庁内推進組織：環境マネー
ジャー会議の役割

４　施設エネルギーや再生
紙などの使用量について確
認・検討・協議すること

19 表記修正
　・「数値目標のベースとなる」→削除
　・「最低所要量基準の設定」→「使用量」
　・「検討・協議」→「確認・検討・協議」
　・①「福生市として」→削除
　・「使用量などの最低所要量基準（福生標準）を新たに設けることを目的
として」→「使用量などについて」

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

20 表記修正
　・「ごみの出量」→「ごみの排出量」

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
　・「取組が」→削除

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
　・③「指定管理施設」→「指定管理者制度導入施設」

- 表記修正
　・項目名「指定管理施設」→「指定管理者制度導入施設」
表記修正
　・項目名「指定管理施設」→「指定管理者制度導入施設」
「■指定管理者による取組」表記修正
　・２段落目「環境課」→「環境政策課」
　・※「指定管理施設」→「指定管理者制度導入施設」
「■実行責任者の役割」表記修正
　・「かかわる」→「関わる」
「指定管理者制度導入施設を所管する部署では」表記修正
　・項目名「指定管理者を」→「指定管理者制度導入施設を」
　・「福生市契約仕様書」→「特記仕様書」
　・「VaiSTAFF」→「公開羅針盤」

- 「注釈」表記修正
　・「環境課」→「環境政策課」

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

「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」の掲載ページ数修正

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
　・「環境課」→「環境政策課」

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
　・「環境課」→「環境政策課」

４　環境に関する基本指針
を誰もが閲覧できるように
公開・提供すること

表記修正
　・「環境課」→「環境政策課」

市としての取組
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１　指定管理者が管理する
公共施設（指定管理者制度
導入施設）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

指定管理者制度導入施設に
おける取組

庁内推進組織：実行責任者
（課長・校長等）の役割
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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）

５　環境に関する目標の進
捗状況や達成状況を定期的
に公開・提供すること

表記修正
　・「環境課」→「環境政策課」
　・②「四半期ごとに」→「適宜」

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
　・「環境課」→「環境政策課」

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
　・「環境課」→「環境政策課」
　・「環境協働報告書を徴取し」→「環境協働報告書の提出を受け」

８　環境に関する事業予算
の推移を定期的に把握し、
公開すること

表記修正
　・「環境課」→「環境政策課」

表記修正
　・「環境課」→「環境政策課」
　・注釈「令和３年度は、令和２年度に引き続き」→「令和４年度も引き続
き」

「■F-e運用状況調査」表記修正
　「想定値調査」
　・提出時期「５月」→「６月」

F-e目標値の新たな設定方法
及び想定値の導入

26 表記修正
　２　目標設定の新たな設定方法
　・「環境課」→「環境政策課」

F-e様式・資料集 - - 27 表記修正
　・「VAiSTAFF」→「公開羅針盤」

報告様式２ - 33 ・画像差し替え
・「内容調整中」を追記

福生市電力の調達に係る環
境配慮方針

- 36 追加

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

- 44 要綱改正に伴い差し替え

奥付 - - 48 編集・発行年月の更新
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25F-e関連取組の運用状況調査
一覧


