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大館市環境マネジメントシステム 

マ ネ ジ メ ン ト レ ビ ュ ー 

次 第 
 
 

日 時：令和２年１月２１日（火） 
１１時１５分～ 

会 場：市長室 

 
 
 
 

１．開 会 

 

２．本年度の運用状況報告 

 

３．総括者指示 

 

４．閉 会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

○見直し関連情報（運用状況）総括表 （令和２年１月２１日） 

 

 情 報 項 目       情 報 の 内 容 ・ 資 料 等                

１ 
前回までのマネジメントレビューの結果に対

するフォローアップ（9.3） 

・大館市国土強靭化地域計画を、環境マネジ

メントシステムに取り込むこと 

・ＥＭＳコミュニケーションツールを活用し、

より一層の情報共有を図ること 

２ 

事項の変化（4.1～4.2／6.1） 

（１）ＥＭＳに関連した外部及び内部の課題

（２）順守評価を含む、利害関係者のニーズ

及び期待 

（３）著しい環境側面 

（４）リスク及び機会 

・平成３１年３月見直し 環境影響評価書 

３ 

全体及び部門別の環境目的・目標の達成度

（6.2） 

（１）今年度の実施状況 

（２）過年度の実施状況 

・平成３１年度 環境目標を達成するための 

計画策定 

４ 

組織の環境パフォ－マンスに関する情報 

（１）不適合及び是正処置（10.2） 

（２）監視及び測定結果（9.1） 

（３）順守義務を満たすこと（9.1） 

（４）環境保全効果（9.1） 

（５）環境保全対策に伴う経済効果（9.1） 

（６）内部監査結果（9.2） 

・平成３１年度不適合及び是正処置状況 

・平成３１年度環境マネジメントシステム法規

 制等順守報告書 

・平成３１年度公布環境関連法令調査結果 

・環境マネジメントシステムに関する令和元年度

の取組結果について 

・令和元年度内部監査結果報告書 

５ 資源の妥当性（7.1／7.2） 
・令和元年度教育・訓練実施内容 

・令和元年度教育・訓練実施状況 

６ 
苦情を含む利害関係者からのコミュニケーシ

ョン（7.4） 
・平成３１年度 相談対応記録簿 

７ 継続的改善の機会（10.3） ・令和元年度 第２四半期取り組み結果 

※作成日が平成３１年４月を含む資料は「平成３１年度」として記載 
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大館市環境マネジメントシステムに関する運用状況 

                           （令和２年１月２１日） 

 

１.平成３１年度 総括者見直し指示結果について（前回フォローアップ） 

（１）大館市国土強靭化地域計画を、環境マネジメントシステムに取り込むこと 

  

 「大館市国土強靭化地域計画」は平成３１年３月に策定され、本市の国土強靭化に係る各種計

画の指針となるものである。地域を強靭化するうえで設定された基本目標や事前に備えるべき目

標などを環境マネジメントシステムで管理するため「リスク及び機会」における取組み事項とし

た。本指示を受け、対象となる実行部門からは１２項目の環境目標が設定され、月の進行状況を

管理している。それぞれの達成度や到達点を明らかにし、監視・測定・分析することでより実効

性のあるものにできており、年度末で成果を分析し、継続した取組みを必要とする目標につい

ては、次年度以降も目標管理することにしている。 

 

（２）ＥＭＳコミュニケーションツールを活用し、より一層の情報共有を図ること 

 

新年度（平成３１年度）に合わせ、関連する要領等を改正した。「市民の声の見える化」

業務を所管する総務課広報広聴係と協議し、一つの事例でそれぞれに報告が必要となるよう

な案件が発生した場合は、環境管理事務局への報告のみで完結できるよう手続きの簡素化を

図っている。現時点では対象となる案件そのものの発生がないが、ＥＭＳのコミュニケーシ

ョンツールは管理層に情報を伝達し、共有するために有用なものであり、積極的に利活用で

きるようにしていきたい。なお、市民部では、近年頻発する特殊詐欺（主として不審電話）

の相談を受けることが多く、市役所そのものの部署や職員を名乗るものが本当かどうかの問

い合わせもあることから、不審電話全般の対応をＥＭＳの緊急事態として特定し、相談窓口

のある市民課市民相談係へ情報が集約されるようにした。こちらも現時点で対象となる事案

の発生はないが、市民部以外にも波及効果が期待できる。２０１５年の国際規格改定で、組

織におけるパフォーマンスは何らかの形で『環境』に影響を与えるとされており、横断的に

共通の手順をもって運用できるようにした本事例は、非常に有効であると考えられる。 

 

２.事項の変化について 

（１）ＥＭＳに関連した外部及び内部の課題 

 平成２３年の東日本大震災以降、国はより一層代替エネルギーへの移行を推進しているが、二

酸化炭素を主とした温室効果ガス排出量は改善の兆しに乏しく、地球温暖化防止対策は世界共通

の課題となっている。本市（大館市役所）の排出量も基準年に比べ微増・微減の範囲に留まって

おり、消費量の節制だけでは削減できないのが現状である。平成２８年１１月のＣＯＰ２２パリ
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協定発効後に国が発表した「地球温暖化対策計画」の中で、「業務その他の部門については２０

３０年までに温室効果ガスを４０％削減する」と具体的な数値目標が示されたことを受け、市で

は「大館市役所地球温暖化防止実行計画（エコプラン２１）」を改定し、令和２年度から令和１

２年度までの１１年度間で実効性のある施策を展開していくこととしている。更に昨年には、Ｉ

ＰＣＣ（国連の気候変動に関する政府間パネル）の特別報告書において「２０５０年までに二酸

化炭素の排出量を実質ゼロとすることが必要」とされた。国は、地方自治体が自ら率先して取組

みを行うことで区域の事業者や住民の規範となるのを望み、この目標達成を目指すことを首長自

ら、もしくは地方自治体が公表する『ゼロカーボンシティ』の取組みを国内外に発信し始めた。

令和元年１２月末時点で秋田県内において取組み表明した自治体はないが、県では他自治体の動

向を注視し方針を決定するとしており、本市としても何らかの対応をすべきではないかと考える。 

 また、２０１５年（平成２７年）９月に国連サミットで採択された「ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）」は、様々な分野におけるターゲットが明確に示されていることから、業種や会社規模

を問わず取り入れられるようになった。地方自治体が区域住民のために展開する施策がそのまま

適用できるケースもあり、本市としても総合計画や環境基本計画において取り入れることが可能

ではないかと考えられるが、表明すれば終わりではなく、ターゲットをクリアするために何が必

要かその資源を明らかにし、市民生活に反映させていかなければならない。恒常的な到達点を確

認できるようになっている「ＳＤＧｓ」は、国際規格の認証を受ける本市環境マネジメントシス

テムとも相関性を有しているため、リンクできればより精度が高く、トップが目指す意図した成

果を達成できるようになるのではないかと考えられる。 

 一方、内部の課題としては、建築段階に入った新庁舎建設事業や、新たな農林業施策の推進、

ホストタウン事業や改正地方自治法への対応が挙げられるが、大型の事業になればなるほど国の

助成を含めた動向に配慮しなければならないという側面も有する。個々の自治体の歳出削減のた

め国は様々な方策を打ち出しており、「インセンティブ改革」「トップランナー方式」「行政の

見える化」「公的サービスの産業化」など、その影響は財源の面だけに留まらず、推し進めたい

事業と密接な関わりを生じることが多くなる。そうした動向を見極めつつ地域の特性や住民ニー

ズに対応した創意工夫が求められる。地域経済の停滞は現在も継続しており、人口減少や高齢化

社会の急速な進行など、市を取り巻く環境はいまだ予断を許さない状況が続いている。市長を始

め、職員が一丸となり市の活性化に寄与する事業を展開することで、「ひと・暮らし・まちが相

互に関わり合い、未来へ繋げるまちづくり」という本市が目指すビジョン実現に繋がるよう、必

要な行政サービスを提供し、活力ある地域社会を維持していかなくてはならない。更に、災害発

生時の備えや対応も重要な課題である。昨年関東・中部地方や東北南部に甚大な被害をもたらし

た台風１９号は記憶に新しいが、大規模な災害が発生した際の行動や災害が発生した地への援助

など、単純な備蓄の拡充に留まらない「普段からの備え」と「未来予測」が求められている。今

年度の指示結果（１）にあるように、新たに打ち出される計画と環境マネジメントシステムとの

連携は、計画を確実に達成するための有効な手段となる。 
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（２）順守義務を含む、利害関係者のニーズ及び期待 

 本市の利害関係者には、市役所に在籍する職員等を含めた市民や役務提供を行う事業者、国県

や近隣市町村などがある。環境問題は子育て、雇用問題に次いで市民の関心が高く、関係法令に

ついても順守して当たり前であるという意識が醸成されており、市単独の方針だけで終わらない

ものも多い。市では各種法令が定める環境（数値）基準及び協定等を遵守し、不適合が生じた場

合には原因の究明とその後の対策を確実に講じるようにしている。 

 

（３）著しい環境側面 

平成３１年２月に定期見直しによる環境影響評価を実施した。著しい環境影響側面として「環

境影響評価表」に登録されたものはすべて、平成３１年４月から目標管理や監視・測定等を実施

している。 

 

（４）リスク及び機会 

 本市環境マネジメントシステムにおけるリスク及び機会は、市の課題や利害関係者のニーズ及

び期待の中から「第２次新大館市総合計画」において課題とした事項と連動し決定している。 

平成３１年度は５分野から１６項目を「取組むリスク及び機会」としており、その内容は下記の

とおりである。なお、今年度に向けた市長指示、「大館市国土強靭化地域計画からの取り込み」

は、１の２行目にある「大規模災害の発生」に該当するとし、目標を設定している。 

これらの項目は、環境方針に従って環境保全及び改善活動を推進し、望ましくない影響の低減

や防止を図るとともに、継続的な改善を達成していくもので、変化がある場合は環境管理総括者

に報告しレビューする。 

 

市の課題、利害関係者の 

ニーズ及び期待 
取組むべきリスク及び機会 

リ

ス

ク 

機

 

会

１ 安心・安全に対する関心の高まり 
健康づくり、保健活動 リ①  ○

大規模災害の発生 リ② ●  

２ 環境保全への取組み 

森林育成（里山の整備） リ③  ○

環境負荷の軽減を考慮した地域 
リ④  ○

産業の育成 

環境汚染（大気・水質等） リ⑤ ●  

３ 人口減少と少子高齢化社会の進行 

交流人口の拡大 リ⑥  ○

移住者の招致 リ⑦  ○

少子化に伴う地域の衰退 リ⑧ ●  

高齢化に伴う医療費の増大 リ⑨ ●  

基幹産業の担い手減少 リ⑩ ●  

 



4 
 

市の課題、利害関係者の 

ニーズ及び期待 
取組むべきリスク及び機会 

リ

ス

ク 

機

 

会

４ 地球温暖防止・循環型社会への取組み
地球温暖化防止事業の展開 リ⑪  ○

異常気象の常態化 リ⑫ ●  

５ 持続可能なまちづくり 

公共施設の老朽化 リ⑬ ●  

自治法改正への対応 リ⑭  ○

市民と協働のまちづくり リ⑮  ○

新たな産業（雇用）の創出 リ⑯  ○

 

３.全体及び部門別の環境目標の達成度について 

平成３１年度（令和元年度）に設定した環境目標は、第２四半期末時点で、おおむね計画どお 

り進行している。 

なお、環境方針を見直し本格的な運用を開始した平成２８年度からの過去４年度分の達成状況 

についても後段に記す。 

（１）今年度の実施状況 

今年度から「リスク及び機会」に関連し取り組むこととした環境目標が２２項目、「事務分掌」

から著しい環境側面となり環境目標として管理することとしたものが３９項目の合計６１項目

が目標化され、昨年度までと比較し大幅に増加した。事業の実施がないものを除くほぼ全ての項

目（５７項目）で第２四半期目標を達成している。第２四半期末時点で未達なのが２項目となっ

ているが、そのうちの１項目については現状を分析したうえで目標を見直し済みであり、残る１

項目についても推移を監視しつつ見直しを図るかどうかを検討中である。 

なお、上述したように「リスク及び機会」からの環境目標が２２項目設定されたが、市長指示

事項でもあった「大規模災害の発生」に関連する目標が１２項目を占める。その内容も人の健康

や施設の耐震機能診断、リフォーム助成など多岐に渡っており、環境保全に留まらない取組みが

意識されている。 

 

なお、環境目標の変更（見直し）は以下のとおり２項目２部門であった。 

◎目標「事務用紙使用量の抑制」 

・税務課（令和元年6月10日） 

  当初環境目標   251,000枚以下 

見直し後     262,000枚以下に変更 

  【見直し理由】  前年度末の新基幹業務システムの稼働により、チェック強化や 

マニュアルの点検整備を図ることとなったが、計画当初に想定さ 

れていなかったため 
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◎目標「廃食用油の回収」 

・環境課（令和元年10月17日） 

当初環境目標   80,000Ｌ以上 

見直し後      62,000Ｌ以上に変更 

 【見直し理由】   食用油の価格高騰等により回収量の増加が見込めないため 

 

（２）過年度の達成状況（平成２８年度～令和元年度） 

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度9月末

環境方針 目標数 達成数 目標数 達成数 目標数 達成数 目標数 達成数 

環境汚染の防止 17 16 17 16 17 17 20 19

自然と共生し、安全・安心

に暮らせるまちづくり 
17 15 16 15 19 19 23 23

持続可能なまちづくり 10 9 10 9 11 10 18 15

計 44 40 43 40 47 46 61 57

  経年で見ると、概ね90％～97％程度の達成率となっている。その年度において目標とする 

ものが異なり、未達成となる項目にも変動があるものの、リサイクル率や市有林の除間伐面 

積、下水道普及率などで散見され、中でも頻発しているのが比内地鶏鶏糞処理施設（農林課 

所管）の堆肥化量となっている。計画当初想定されていなかった機械トラブルなどで搬入停 

止期間が長引くなど、不測の事態で目標の立て直しが難しい側面もあるとは思うが、自らが 

設定する目標をどうすれば達成できるか「分析・評価」することが肝要のため、事務局にお 

いても状況の推移を注視し検証を促していきたい。 

 

４.組織の環境パフォーマンスについて 

（１）令和元年度の監視及び測定結果による不適合発生（環境目標）状況 

・課別の未達成状況（不適合是正処置・予防処置実施） 

№ 環境目標 目標数値 実 績 増 減 所管課 

1 事務用紙使用量の抑制 

45,000枚 50,000枚 5,000枚 （予防）税務課 

14,000枚 16,000枚 2,000枚 （予防）商工課 

168,000枚 171,000枚 3,000枚 （予防）子ども課 

2 水使用量の抑制 530.0Ｌ 641.0Ｌ 111.0Ｌ （予防）比内総合支所

3 廃食用油の回収量 39,000.0Ｌ 35,701.1Ｌ ▲3,298.9Ｌ （予防）環境課 

4 グリーン購入調達量 90.0％ 6.0％ ▲84.0％ （是正）環境課 
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第２四半期経過時点のもののため、「予防処置（２カ月連続目標未達成）」となるが、環境 

 課のグリーン購入調達量は年度末を待たずに「是正処置」となっている。これは、車両更新し 

 た際、国で示す燃費基準（市で示す基準も同一）が低いものを購入せざるを得なかったためで、 

 必要とする車種に基準を満たすものがないことが原因であり、調達金額が高額なため発生した。 

  なお、予防を講じたものの、今後の事務量等などで達成が明らかに困難な目標については３ 

（１）にあるように見直しを図っている。 

 

（２）令和元年度の監視及び測定結果による不適合発生（法順守事項）状況 

・下水道課（小新田羽立地区、麓西地区農業集落排水施設） 

小新田羽立地区  平成31年3月7日    生物化学的酸素供給量（ＢＯＤ） 

麓西地区     令和元年10月10日   水素イオン濃度（ＰＨ） 

 

以上、１部門２施設で不適合があり是正処置がとられているが、不適合の内容は全て農業 

集落排水施設の水質異常である。水素イオン濃度（PH）が１件、生物化学的酸素供給量（BOD） 

が１件で、保守点検時に判明している。保守点検業者と密な連携を図って原因究明及び是正を 

行い、再発防止策を講じていかなければならない。 

なお、本年の外部審査において、施設の運転管理契約の仕様書に定める水質測定（施設に流 

入する汚水の水質測定）が一部行われていなかったことが指摘されている。施設の老朽化や季 

節変動、流入汚水の不安定などでマニュアルどおりの排水処理が難しいのも一因かもしれない 

が、排出する際の水質基準を順守するのはもちろんのこと、仕様書どおりの測定を徹底し、流 

入される汚水の水質も分析することで予防に繋がるものもあるかと想定される。こうした短期 

的な分析に加え、施設の改修や統廃合も含めた長期的な視点も入れて緩和・改善を図らなけれ 

ばならない。 

 

（３）順守義務（法令制定・改廃された関係法令） 

前回のマネジメントレビューからこれまでに本市環境マネジメントシステムに関連する法改

正は下記のとおりとなっている。なお、昨年報告した「気候変動適応法」は、県に気候変動適応

センターが設置され、秋田県地球温暖化防止地域計画に気候変動に適応するための対応策が盛り

込まれているとのことだが、市としては具体的な動きを取れていない。また、「多様な主体が連

携し、国民運動として食品ロス削減を推進する」ことを目的に、令和元年１０月１日より施行と

なった「食品ロスの削減の推進に関する法律」も同様で、地方自治体として課される責務もある

とされているが、市として独自の運動を展開するには至っておらず、県の指針等も示されていな

い。他市の現状もチラシ配布やバナー作成などのソフト事業をする程度であると聞き及んでおり、

決定を見送っている。 
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・フロン類の合理化及び管理の適正化に関する法律（施設保有課） 

今年度改正が続き、①フロン回収済み証明の確認ができない機器の引き取り禁止、②機器 

廃棄時の記録書類保管期限の規定化、③第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事 

項の改正など、使用側のみならず製造側や工事受注者、監督官庁に関連する部分まで細部に 

渡り条文の修正や補強が為されている。市は「使用者」としての点検責務及び特定解体工事 

に関連する記録書類の保管義務が順守すべき事項となる。業務用エアコンを設置している施 

設を保有する部門や建設・解体工事発注担当課など複数の部門に関わりがあるため、マニュ 

アルの記載事項の修正だけでなく、庁内コミュニケーションを通じて周知していく。 

・健康増進法（健康課） 

  「望まない受動喫煙防止」を図るため平成３０年７月に公布された改正法で、多数の者が 

利用する施設等を使用形態や目的により区分分けし、その施設等の一定の場所を除き喫煙を 

禁止するとともに、管理について権原を有する者が講ずべき措置などについて定めている。 

市が保有する施設は主に第１種及び第２種施設に該当し、第１種施設である行政機関の庁舎 

が令和元年７月１日から原則敷地内禁煙とされたことを受け、新規に追加した。なお、令和 

２年４月１日からは全面施行となり、第２種施設においても原則屋内禁煙となることが決ま 

っている。 

 

（４）環境保全効果（令和元年度上半期実績） 

№ エネルギー 
22年度上半期

使用量 

元年度上半期

使用量 

対22年度 

差引削減量 

二酸化炭素 

削減量 

１ プロパンガス使用量 679.4 461.3 218.1 1,303.36㎏

２ 公用車燃料使用量
（ガソリン） 34,492.3Ｌ 31,148.4Ｌ 3,343.9Ｌ 7,757.84㎏

（軽  油） 19,600.3Ｌ 12,087.0Ｌ 7,513.3Ｌ 19,384.31㎏

３ 暖房用灯油使用量 （灯  油） 17,763.0Ｌ 15,795.0Ｌ 1,968.0Ｌ 4,900.32㎏

４ 電力使用量 670,392Kwh 493,097Kwh 177,295Kwh 92,370.69Kg

二酸化炭素削減量合計 125,716.52㎏

  平成22年度比で約125トンの二酸化炭素削減効果があった。 

 

（５）環境保全対策に伴う経済効果（令和元年度上半期実績） 

  発生する廃棄物量の削減、燃料使用量の抑制等の各種環境活動を環境マネジメントシステ

ムで管理・運用した結果、平成２２年度対比で約４７０万円の経費節減効果が生まれている。

なお、平成２６年度からは電気自動車導入によるガソリン車との燃料比較をしており、約１

９万円程度の経費削減（令和元年度上半期時点）があると算定している。 
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（６）令和元年度内部監査による指摘事項 

監査は３８部門で実施され、評価は上記のとおりである。 

             区分

実施日 
適  合 重大な不適合 軽微な不適合 観 察 事 項      

５月１５日～６月５日 ３６部門 ２部門 ― ― 

 不適合の内容については以下のとおりである。 

区分 被監査部門 指摘事項 是正処置 

重大な 

不適合 

産業部 

農林課 

適用施設の環境影響評価未実施及

び当該施設の順守義務事項未報告

 

該当施設の環境影響評価を実

施、法的義務事項についても

「順守義務事項調査票」「監

視・測定手順書」を整備した。

法に基づく点検は実施してお

り、異常がなかったことを確

認済。適用後改めて報告書の

提出を求めることとした。 

建設部 

まちづくり課 

適用施設の環境影響評価未実施 環境影響評価を実施し、順守

義務や環境目標の設定が必要

な事項はないことを確認済。

 

５.資源の妥当性について 

令和元年度の教育・訓練については、「環境教育・訓練実施要綱」の規定に基づき特定、実施

している。今年度から新たに「研修責任者による有効性評価」を導入しており、研修実施後１カ

月以内を目途に、実施した研修が有効に機能したかを環境推進委員が判断することとした。実施

状況については令和元年７月１０日付「教育・訓練実施状況報告」で報告済。 

  

６.苦情を含むコミュニケーションについて 

（１）前回マネジメントレビュー以降に市民等から寄せられた主な環境関連の相談等 

№ 受付年月日等 申出者及び内容 対応処置等 

1 令和元年5月8日 

（環境課） 

ごみ収集作業中の委託車両の火

災について 

 

申出：（株）タイセイ 

場所：松木町内地内 

緊急消火として近隣住民から消

火器及び水を提供してもらい鎮火。

消防、警察立会いの現場調査で、ス

プレー缶及びオイル缶が原因では

ないかとされた。別の車両の応援に

より、被災車両からごみを積み替え

収集に支障のないように処置した。

2 令和元年5月24日 

（環境課） 

環境あきた県民フォーラムとの

打ち合わせ。保育園児を対象と

した「こども環境家計簿事業」を

実施するにあたり、本市をモデ

ル地区としたい旨について 

 

子ども課と連携し、市立保育園の

年当時を対象に、事業を進めること

となった。（継続案件） 
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№ 受付年月日等 申出者及び内容 対応処置等 

3 令和元年7月23日 

（農林課） 

大館市コンポストセンターへの

搬入業者による物損事故につい

て 

申出：（有）大館紙業 

発生日：令和元年7月22日 

停車時にギアが入っていたことに

よる柵の物損で、被害がフェンスの

歪みと車両塗料の付着程度であった

ため、運転手への口頭注意とした。

4 令和元年7月31日 

（環境課） 

他町内の住民が、自町内のごみス

テーションを頻繁に利用してい

ることに対する相談 

申出：Ｔ町内会会長 

 

被害があったとする町内会より注

意しようとしたものの、常に不在で

あり注意できないため市の協力を得

られないかとの趣旨であったが、当

該住民が居住する建物の大家を通じ

注意・指導できたことから市からの

指導は不要となった。 

5 令和元年8月30日 

（環境課） 

市内事業所で大量の焼却灰を不

法に投棄している事案について

の、市及び保健所の立ち合い依頼

申出：大館警察署生活安全課 

立ち合い日：令和元年8月27日 

       ～同年8月30日 

裁判所の許可を得て警察・保健所・

市・対象企業及び作業請負業者で現

場検証を実施。ボイラーの燃料とし

て燃やした木材の灰を自社敷地内に

埋めていたもので、皮くず、丸太、

タイヤ、金具、コンクリート片も発

見された。空間放射線量は異常値で

はないことを確認。今後は警察の捜

査に委ね、保健所では大防法の特定

施設となるボイラーへの立ち入り検

査を行うこととなった。 

6 令和元年10月3日 

（環境課） 

エコシステム秋田（株）に搬入さ

れた低濃度PCB汚染物の中に、高

濃度PCB含有物に該当するもの、

もしくは低濃度PCB廃棄物である

ことが確認できないもの含まれ

ていたことによる報告について 

申出：エコシステム秋田（株） 

受け入れ：平成31年3月 

宮城県仙台市の事業所から誤搬入

されたことについて説明を受ける。

仙台市及び環境省、秋田県にも連絡

しており、事業所への指示事項や意

見についても説明を受けた。エコシ

ステム秋田としては、受け入れ時の

対応に問題がなかったか確認するこ

よう口頭で指導されたのこと。処理

後の環境影響についてはPCB濃度、ダ

イオキシン類濃度とも基準値以下で

あった。 

※その他１件の環境関連の相談等があった。（環境保全係管轄の苦情処理対応分を除く） 

※ホームページで公開するにあたり、個人を特定できる市民からの申し出は、個人情報保護の 

観点から氏名等をアルファベット表記としている。 
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（２）緊急事態（利害関係者からのコミュニケーション） 

前回のマネジメントレビューから現在までの間に発生した事案はない。ただ、「緊急事態に備

えるための訓練」について、外部審査機関からは緊急連絡順を記した書面だけ配布して終わりと

するのではなく、発生が想定される場所で、対処手順に問題がないかどうかまでを見極めないと

有効性のあるものにならないとの指摘を受けている。事務局においても毎年行っている年度初め

の研修で各部門の責任者等に対し依頼してきたところではあるが、改めて周知を図りたいと考え

ている。 

 

７.継続的改善の機会 

平成３０年度末までに目的・目標で是正が図られたものについては、平成３１年度に実施する

にあたり、いずれも目標値の見直しや業務の改善が行われており、第２四半期経過時点で更に見

直しや是正された項目については「３.全体及び部門別の環境目標の達成度について」にあると

おり。部門別の目標値見直しが図られているが、全体の数値目標に変更はない。 

また、次年度に大きな組織改編が予定されていると報道等でも公表されているが、議会の可決

をもって環境管理委員会で審議し市のマネジメントシステムに反映させる。なお、委員は環境管

理責任者を委員長とした各実行部門の長で構成されており、市政を担う先頭となる人達でもある

ため、実施状況を適宜報告し、改善に向けた協議を図れる機会を持てるようにするのが今後に向

けた課題である。 



別記様式（第２条関係） 

環境管理総括者見直し記録書 

 

見直し 

日 時 

令和２年１月２１日（火） 

 １１：１５～１２：００  
場 所 市長室 

説明者 

（立合者） 

環境管理事務局長：虻川正裕  事務局：黒田一志 石井文行 成田修 

（※名村環境管理責任者へは１月２０日（月）１０：３０～１１：００に説明済） 

 

 見 直 し 

 関連情報 

情報項目 情報の内容・資料等 

１ 
前回までのマネジメントレビューの結果に対 

するフォローアップ（9.3） 
・平成３１年度見直し指示事項 

２ 

事項の変化（4.1～4.2／6.1） 

（1）ＥＭＳに関連した外部及び内部の課題 

（2）順守評価を含む、利害関係者のニーズ及

 び期待 

（3）著しい環境側面 

（4）リスク及び機会 

・平成３１年３月見直し 環境影響評

 価書 

３ 
全体及び部門別の環境目的・目標の達成度 

（6.2） 

・平成３１年度環境目標を達成する 

ための計画策定 

４ 

環境パフォ－マンスに関する情報 

（1）不適合及び是正処置（10.2） 

（2）監視及び測定結果（9.1） 

（3）順守義務を満たすこと（9.1） 

（4）環境保全効果（9.1） 

（5）環境保全に伴う経済効果（9.1） 

（6）内部監査結果（9.2） 

・平成３１年度不適合是正状況 

・平成３１年度環境マネジメントシス

テム法規制等順守報告 

・平成３１年度公布環境関連法令調査

結果 

・令和元年度第2四半期取組結果 

・内部監査結果報告書 

５ 資源の妥当性（7.1／7.2） 
・令和元年度教育・訓練実施内容 

・令和元年度教育・訓練実施状況 

６ 
外部及び内部からの苦情を含む利害関係者か

らのコミュニケーション（7.4） 
・平成３１年度相談対応記録簿 

７ 継続的改善の機会（10.3） ・令和元年度第２四半期取組結果 

 

 



 

 総括者 

 見直し 

 指示事項 

等 

見直し項目 指示事項等 

１ 適切性、妥当性及び有効性

２ 継続的改善の機会 

３ 変更の必要性に関する決定

４ 環境目標未達成時の処置 

５ 他事業プロセスとの統合を

改善するための機会 

６ 市の戦略的方向性 

別紙１「環境管理総括者指示総括表」のとおり 

見直しの 

概  要 
別紙１「環境管理総括者指示総括表」のとおり 

事務局の 

対応方針 
別紙１「環境管理総括者指示総括表」のとおり 

 

 

環境管理総括者 環境管理責任者 環境管理事務局長 環境管理事務局 備 考 

 

作成年月日 

     

令和２年１月２１日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

環境管理総括者指示総括表 

                                （令和２年１月２１日実施） 

見 直 し 項 目        指 示 事 項 事務局の対応・方針 

１ 

適切性、妥当性及び有効性

リスク及び機会で取り組むこと

とした項目を各部門の目標とし

て捉えられるようにすること 

（ゼロカーボン、食品ロス対策

など） 

①「リスク及び機会」の説明を強化し、環

境目標の設定見直しを図る。 

②ＥＭＳ適用施設の徹底を図るとともに

除外とする施設の定義を要領等で明確

にする。 

２ 

継続的改善の機会 

機構改正に確実に対応するとと

もに、順守義務事項を精査し、

改善を図ること 

①機構改革に伴う施設の所管替えや人事

異動による有資格者の異動に確実に対

応する。また、消防法に定める防火管

理者や危険物取扱者などについて全庁

的に見直し、管理の徹底を図る。 

②予算編成時期までに、本年度上半期ま

での運用状況をもとにマネジメントレ

ビューを行う。 

３ 

変更の必要性に関する 

決定 

変更の指示なし 

（有効に機能している） 

外部審査機関の指摘を踏まえ、所要の

改正を図る。（令和２年度計画分から対

応する。） 

４ 

環境目標未達成時の処置

変更の指示なし 

（適正に運用・維持されている）

法律の施行や改正の情報を適宜確認

し、順守義務に変更がないか、新規に特

定する必要がないかのチェックを行うと

ともに、是正の仕組みの周知を図る。 

目標設定事項の未達成については、未

達成となった原因を分析、特定し、所要

の改善を図る。 

５ 

他事業プロセスとの統合

を改善するための機会 

変更の指示なし 

（適正に運用・維持されている）

前年度までに取り組んだ環境目標（リ

スク及び機会に関連するものも含む）に

ついて達成状況等を考慮して見直し、引

き続き取り組むものを選別する。 

６ 

戦略的方向性の示唆 

「ゼロカーボンシティ」（2050 年

までに二酸化炭素排出量を実質 

ゼロにすること）の宣言に向け 

た準備を加速すること 

「リスク及び機会」の取組み事項とし、

年度計画策定時に周知。部門単位で二酸

化炭素排出量削減に向けた行動を目標化

してもらう。 

 


