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令和元年１２月１９日 

山形県遊佐町長 

時田 博機 殿 

遊佐町環境マネジメントシステム監査チーム 

主任監査員   常田さとみ 

副主任監査員  本間功 

 

環境監査報告書 

 
令和元年度環境マネジメントシステム監査の結果について、以下のとおり報告いたします。 

 

 

１．日時 

令和元年１２月１８日（水）～１９日（木） 

 

２．監査対象 

本庁舎   ９ 部署 

外部施設  １９ 部署 

計  ２８ 部署 

および町長・副町長、事務局 

 

３．監査内容 

  取り組み状況の監査、前回監査のフォロー 
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４．総合所見 

LAS-EⅡ規格に基づき、遊佐町の環境マネジメントシステムの監査を実施しました。その

評価と所見は次のとおりです。 

 

（１）全体評価 

 質問別の評価では、「秀逸な取り組み（◎）」が 13 件、「改善要望事項（△）」が１件で

あり、良好な状況が確認できました。 

 昨年度の監査で指摘したカップ麺容器や菓子袋などのごみの混入は、多くの部署で状況が

改善されていました。しかし職員に不便を強いている側面もあることから、引き続きルール

変更の検討が必要です。 

「秀逸な取り組み（◎）」としては学校での環境学習や環境活動が中心でした。取り組み

が公に評価されることもあり、大変喜ばしいことです。統合された後もできるだけ地域独自

の学習活動が継続できるよう、地域住民やまちづくりセンターなどと連携して体制を整えて

いただくことを望みます。学校以外でも、施設利用者や議員の環境配慮行動を促すような動

きがありました。環境の取り組みをあらゆる部署・施設から発信し、様々な主体を巻き込む

姿勢を持っていただけると良いと思います。 

独自の工夫が多くみられる一方で、情報伝達の不足や責任所在の不明瞭さも散見されまし

た。エコプラ推進会議や研修の情報が届いていないという施設や、監査の日時に実行責任者

が不在であった部署が例年に比して多かったという印象です。外部施設も含む情報伝達の経

路を見直すとともに、実行責任者は環境マネジメントシステムにおける自身の役割と責任を

再確認し、町全体および各実行部門におけるマネジメント機能の立て直しをお願いします。 

 

（２）今後の方向性 

 

①エコプラ推進員との協働による手引きの改定 

昨年度からの指摘を踏まえ「運用の手引き」の改定を進めていくとのことですが、この際

に事務局のみで作業するのではなく、エコプラ推進員からも望ましいルールについて意見を

募ってはいかがでしょうか。また、改定後にも庁舎移転や学校統合などの大きな動きが控え

ていることから、しばらくはルールの妥当性を検証する必要があります。エコプラ推進会議

では毎回の議題としてシステムの改善点を取り上げるなどして、現場での実践状況を適宜ル

ールに反映してください。エコプラ推進会議は環境マネジメントシステムの中核であり、し

っかりと議論が交わされることを望みます。 

 

②外部施設への情報伝達 

エコプラ推進員が選任されていない外部施設については、各施設の所管部局から環境マネ

ジメントシステムに関する情報が伝わることが想定されていましたが、これが十分に機能し

ていないことが各所の状況から明らかになりました。庁内の取り組みは成熟してきており、

今後は地域・住民の活動に波及していくことが望まれますが、外部施設はこうした「外への

発信」において重要な役割を果たします。外部施設でもエコプラ推進員またはこれに準じる

役職を置くのがよいのか、所管部局を通じた情報のやり取りの方がスムーズなのか、外部施

設を核とした取り組みや情報発信の重要性を鑑みてよく検討し、運用の手引きの改定に反映

してください。 

 

③SDGs に関する認識の普及・深化 

地方自治体および地域での様々な主体による SDGs への取り組みについて、国内でも急速
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に関心が高まっています。この現状を踏まえ、今回の監査では初めて各部署の業務と SDGs

の関わりを考える項目を設け、情報の周知に努めました。環境に関する取り組みだけでも様々

なゴールに繋がっていることを監査の中で紹介したので、このことをぜひ部署内で共有して

ください。そして環境以外の各業務・活動についても SDGs との関連を整理してみると、全

体像が見えてくると思います。社会的に SDGs への関心が高まっている今、SDGs を切り口

として町の施策・事業や地域の取り組みを発信することで、より多くの人や企業と繋がり、

また新しい展開が期待できるチャンスが広がります。今回の監査をきっかけに SDGs への学

びを深め、町政の充実に活かしていただきたいと思います。 
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５．質問内容別結果集計表 

 

凡例…◎：秀逸な取り組み ◯：良好 △：改善要望 ×：勧告 ―：非該当  

視
点

設問
No.

重点項目 取組内容 ◎ ○ △ × ―

協議と指示（推進本部） 首長による定期的協議、適切な指示 1

成果の評価
マネジメントシステムの成果に対する評価
職員意識の向上に対する評価

1

事務局や庁舎内各課の状況
環境に関する取組みの状況と変更点
すぐれた取り組みの例
マネジメント上の変更点・改良点

1

庁内のコミュニケーション
（事務局）

環境マネージャー会議の開催
推進本部会議の開催、町長からの指示への対応
基本方針の周知・指導
住民等からの苦情・要望の有無
工事・施設管理部門からの報告

1

教育、研修等の状況
職員研修の実施日と主な内容
職場内伝達の指導
理解促進や認識確認の方法

1

環境負荷の定量的把握
役場全体および個別部署の環境負荷の把握
各部署からの報告状況

1

1 職場内での情報共有
環境に関する教育・研修の実施、理解
記録や資料の提示

27 1

2 数値目標の達成状況
数値目標の認識
達成に向けた見通し

2 26

8 職員の意識・取り組み 環境に関する情報や個人取り組みへの認識 28

理
事
者

地域環境保全
町の環境問題に対する考え
今後の環境政策の方向性

1

施設・設備の改善による省エネ・
省資源

公共施設における再生可能エネルギーの導入、公共施

設の新設・更新時等の環境配慮型設備の検討
1

地域環境保全や各課の環境関連
事業・予算の把握

環境基本計画に関わる各課の施策・事業等の把握
環境基本計画以外の住民への周知・啓発、学習機会
環境関連事業の予算執行状況や成果のとりまとめ方法

1

3 地域環境保全の取り組み
環境基本計画の主要な事業の進捗
計画目標達成への見通し

4 24

5
事業者、住民組織による環境取り
組みの支援

住民や事業者によるエコオフィス活動・環境保全活
動の支援策

2 26

6 環境学習 児童生徒の環境学習の取り組み状況 4 5

9 独自の取り組み 独自の環境配慮の工夫 3 25

理
事
者

住民等とのコミュニケーション
環境施策・事業への住民参画の状況
住民からの意見、意見聴取の場

1

事
務
局

住民等とのコミュニケーション

行政の環境保全施策や取り組みの公表・公開
住民等に対する啓発や働きかけ
環境保全事業等への住民参画の状況
計画の策定・改定への住民参加

1

7 SDGｓの認識 所管業務とSDGsの関連の理解 28

4 住民等への情報発信、巻き込み
環境取り組みのPR
住民や事業者との協働

2 26

合計 13 206 1 0 24

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

【
M

】

理
事
者

事
務
局

ア
ク
シ

ョ
ン

【
A

】

事
務
局

ガ
バ
ナ
ン
ス

【
G

】
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６．部署別特記事項（全部署の全体所見は次ページ） 

 

◎（秀逸な取組み） 

 

 

【２.数値目標の達成状況】M 

産業課・農業委員会：前年度より悪化させないために、数値目標をしっかり把握して毎月の

チェックも行っています、12.5 ㎏から 10 ㎏に減っています。 

指摘されていた弁当箱のごみなどについても課内で共有してなくしたようで、意識の高いと

ころが評価できます。 

 

高瀬小学校：数年前にさかのぼり、データを丁寧にとっています。エアコンの実際の使用状

況を細かく把握し、それをもとに使用マニュアルを作成しました。エアコン導入では、子供

の健康を優先して電気消費量は増えていますが、適切な管理ができています。 

 

【４.住民・事業者の参画と情報発信】G 

図書館：古本市を年 1 回行って、住民の参画を図っています。地域ごとに行われるイベント

にも出張し、古本市の機会を拡大しています。 

 

吹浦まちづくりセンター：LINE のメールで情報発信されているところは素晴らしいと思い

ました。広報紙もとてもわかりやすく、住民が考えるきっかけになる内容でした。 

 

【５.事業者、住民組織による環境取り組みの支援】A 

教育委員会：支援している保護の会が、ハッチョウトンボの生息地がソーラー発電の近辺に

あるらしいことを発見しました。確定されれば、環境学習のよい題材になります。 

 

議会事務局：議員の飲み物用ポットを止めて、マイボトルにしてもらっています。通知類は

なるべく紙を使わないでメールでやるようにしました。 

 

【６.子どもたちの環境学習・ESD について】G 

遊佐中学校：一年生が、子供服を集めて難民に送る「服のチカラプロジェクト」に参加、地

域の方たちの協力を得て不要な服を集め、アフリカなどに送る社会貢献活動をしました。 

町内巡りをして、町を案内するパンフレットを作り、ツーデーマーチで県外の人に配りなが

ら交流・発信したことにより「山形探究コンテスト」の優秀賞を受けました。 

 

吹浦小学校：吹浦地区の自然や伝統文化を活かした ESDに力を入れており、SDGsも学習に組

み込んでいきたいとのことです。その方針を受け、児童会がエコクイズを作って昇降口に掲

示し、楽しみながら学べる活動も始まりました。ESDのモデルとして高く評価できます。 

 

藤崎小学校：西通川の生態系調査・清掃活動が「小さな親切運動」で表彰され、新聞に掲載

されました。松の保全活動で表彰されました。 

 

高瀬小学校：教頭先生からの働きかけで今年から始まったという子ども省エネクイズで、子

どもの意識が高まっています。 

 

 

【９.独自の取り組み】 

図書館：ウォームシェア施設として登録されています。研修室だった部屋を学びあいスペー

スとしてオープンにして、特にテスト前には多くの学生に利用されています。人が集まる場

づくりの工夫がありました。 
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遊佐小学校：用務員さんが用紙棚等を自作しています。生徒が自分で弁当をつくる「一日弁

当」や、委員会による作物を使ったレシピの考案など、食育が盛んに行われています。 

 

遊佐保育園：コーヒーの出がらしを乾燥させ、トイレや靴の中に入れて脱臭剤として使って

います。ひとつひとつを袋に入れて使いたくなるような工夫をしています。 

 

 

△（改善要望事項） 

【１.環境に関する研修や情報共有】M 

蕨岡小学校：推進会議等に参加していないため、環境マネジメント情報の共有ができていま

せん。異動への対応もうまくいっていないようです。 

 

項目内のアルファベットは下記のとおり監査の視点を示す。 

A:エコアクション M：エコマネジメント G：エコガバナンス 
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７．部署別全体所見 

部署 全体所見 

事務局 昨年度の監査での指摘を踏まえて、手引きの改訂を検討されています。ペ

ーパーレス化など、働き方が変わっていくことも含めて対応されるとよい

と思います。 

環境負荷データを各部署が毎月とっていますが、数値を昨年や前月と比較

する、年度目標に対する状況を評価するなど、データチェックの結果を活

かせるよう指導してください。 

研修の参加者が増えるような日程設定、欠席者へのフォローをお願いしま

す。 

エコプラ推進員は多くの職員が経験することが望ましいため、各課での選

定時に配慮していただくようお願いします。多くの職員が関わることで、

ジェンダーや年代のバランスもとれていくと思います。 

町長・副町長 職員３名が退職したことによる人手不足の影響で、残業が増えているよう

です。人手不足、業務増についての悩みが多くの職場から上がってきまし

た。 

ごみ・エネルギー使用の増加といった環境負荷だけでなく、職員のモチベ

ーションや健康上の懸念もあります。適切な人員配置は、質の高い行政運

営、クリエイティブな政策の立案・実施のために不可欠です。SDGs への

対応を含め、地方行政にこれまで以上の複雑化・高度化した課題への対応

が求められている今、人員の確保がなされるよう、早急な対策が望まれま

す。 

民間事業者による再エネ開発が、町がしっかり関わることで協定に基づい

て行われるという方式を大切にし、稼動後も定期的にフォローされるとよ

いと思います。 

岩石採取の件、裁判の決着を心待ちにしています。 

総務課 新庁舎に向けていろいろ検討している所なので、新庁舎が始動したときに

どんな施設になるか、期待したいです。 

資料・備品収納のルールづくり、掲示のルールづくりなど、大変だと思い

ますが、新しい職場環境を最大限に活かして、風通しのよい役場をつくる

ため、ご検討をお願いします。 

【目視】事務用品は再生品のほか、詰め替え用を使用しています。 

企画課 基本計画の事業も把握し、環境マネジメントに対しても熱心に取り組んで

います。 

【目視】重点目標がわかりやすく掲示されていました。 
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部署 全体所見 

産業課・農業委員

会 

産業課で行っている事業は SDGs のゴールにかなり関わっています。個人

で行っている事業がどれに当たるかを課内で共有することで、SDGs との

繋がりがわかってくると思います。 

また環境の取組みでは、中山間地域やみどりの少年団にみられるように、

多くの支援が挙げられます。今後も支援を充実させていくことが期待でき

ます。 

地域生活課 環境問題が待ったなしに来ている現在、発信力が自治体ベースで問われて

います。ハード面において他の自治体にはない恵まれた環境で、企画課と

共有して発信できるイベントができます。アニマル倶楽部のクラウドファ

ンディングや里親会は他にはない取組みで、大きな発信力と事業者が興味

を持っています。 

事業者・団体を巻き込む力が不可欠だと思います。 

【目視】設定温度と実際の気温に差があります。（設定温度 20℃、表示温

度 28℃） 

 個人用のごみ箱をおいていません。 

教育委員会 LED 交換については、なかなか計画を立てて行うことができないが、必要

なところや要望のあるところから交換しています。 

環境学習などで移動する場合は、できる限りスクールバスの利用で移動手

段を支援しています。 

ハッチョウトンボの保護の会の活動はすばらしいです。 

生涯学習センター 生涯学習センターとしては、取組み・情報伝達ともしっかりなされていま

す。 

遊佐まちづくりセンターは、取組み自体は問題ないものの、エコプラ推進

員がおらず、研修や会議の情報が全く入らないとのことで、問題です。ま

ちづくりセンターとしてエコプラ推進員を置くのが望ましいと考えます。 

町民課 エコプラ推進員もいろいろなことに前向きで、課長も環境に対して一生懸

命さが感じられました。 

封筒にごみ削減等を呼び掛ける一文を入れる件は、環境係と連携して進め

る予定とのことです。 

課内でのエコオフィス行動だけでなく、住民との接点となる窓口として、

町全体への啓発も視野に入れた活動もお願いしたいと思います。 

健康福祉課（本庁

舎） 

カレンダーの裏紙を、保育園で使ってもらったり来庁者の手続き中に同伴

の子供のお絵かき用に使っており、省資源・リサイクルと応対向上を同時

に実現するよい取組みだと思います。 

【目視】各自のごみ箱はなく、袋一つに集めています。 

健康福祉課支援係

（防災Ｃ） 

ソーラー発電のモニターは、来庁者にも見えるところに設置をしたほうが

よいと思います。 

環境係と協力して、景品の中に環境に関する品物を入れたり、出前授業を

共催する可能性もあるというお話が昨年からあります。今年はエコ推進委

員も替わられてしまいましたが、部署間の協働や住民監査員との連携につ

いて、ぜひ前向きに考えていただければと思います。 

議会事務局 議会事務局長も替わり、町会議員もだいぶ替わったこともあり、いろいろ

なことで前向きに取り組んでいると感じました。 

ペーパーレス化に向けて、期待しています。 

マイボトル化はたいへんいい取組みで、電気・水道も多少削減できると感

じます。 



9 

 

部署 全体所見 

体育館 運用の手引きが、職員が少ないということで机の引き出しにしまってあり

ました。なくしても困るということだったので、新しく見直したときは掲

示用と 2 冊配布するように、お願いします。 

【目視】エアコンの設定温度が 22℃と高めでした。 

図書館 応接室をキッズルームとして開放する予定で、リユース品（館長が自宅で

利用していたものや寄贈品）でキッズコーナーを準備しています。外回り

がいつもきれいに整備されていて、いつ行っても気持ちがいいです。 

【目視】退館時間を調整して省エネを図っています。 

子どもセンター  整理整頓、省エネ、衛生対策など、丁寧に取り組んでいらっしゃいます。 

「わくわくめーる」に省エネや環境についての話題を掲載することも検討

してみてください。家庭でごみになるものを利用したリサイクル工作の紹

介なども面白がってもらえるかもしれません。 

遊佐中 服のチカラプロジェクトや遊佐町紹介のパンフレットづくりなど、環境学

習活動への取組みがすばらしいので、これからも続けていただきたいと思

います。 

【目視】文具は替え芯を使用しています。 

遊佐小 祖父母参観と併せた「ゴミ分別ファミリートーク」など、保護者も巻き込

んだ活動をしています。 

エネルギー使用量の見える化（グラフ掲示）を、生徒向けにも工夫してみ

ることを提案します。 

【目視】ごみの分別・管理が良好でした。     

遊佐保 サッカー協会や剣道連盟などの普及活動を利用し、子どもたちにサッカー

や剣道の経験をさせるとともに、外部の人との交流を図っています。 

近くの老人ホーム「ゆうすい」との交流もさかんです。 

毎日飲むコーヒーの出がらしをかわいらしくラッピングして脱臭剤にして

いるので、多くの人に勧められます。 

吹浦小 地域の環境や人材を存分に活かした豊かな学習活動が実践されています。

新たな取組みとしてアマハゲ見学も行われるとのことで、年々充実してい

る様子が窺えました。学校統合後もできるだけ地域色のある学習機会が維

持されるよう、地域と連携して取り組んでいただきたいです。   

吹浦保 前回の監査でも感心しましたが、新たにいろいろ考えて取り組んでいる姿

に感心しました。 

藤崎小 毎年、積極的な活動が行われ、表彰されたり、メディアに取り上げられて

います。 

川の清掃活動で多くのごみを回収、その結果を写真入りで近隣に配布する

など、単発の活動で終わらせていないことが優れています。 

藤崎保 プルタブ・ペットボトルのキャップを集めているが、3、4、5 歳児を対象

に、きちんと流れを説明しています。 

エアコンの設備の老朽化に伴い傾斜して危険なコンプレッサーを、3 年越

しの要望により撤去してもらったことは、省エネにもつながりました。 

高瀬小 昨年に引き続き高いレベルで継続していることがすばらしいです。 

監査員向けの補助資料の作成など、関心度の高さを感じました。 

蕨岡小 エコプラ推進員でもある教頭先生が、研修会、会議に 2 回とも欠席だった

とのことで、環境マネジメントに対する考えがうすく感じられました。実

行責任者の校長先生についても同様です。今後に期待します。 

【目視】再利用する用紙や封筒が、きれいにわかりやすく整理されていま

す。 

吹浦まちづくりセ

ンター 

地域住民と協働する取組みがすばらしく、ほかのまちづくりセンターのお

手本になるセンターです。 

SDGs について、研修に参加せずとも記入があり、勉強されていました。 
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部署 全体所見 

高瀬まちづくりセ

ンター 

運用の手引きは、より目につきやすい場所に置いていただけるとありがた

いです。 

地域の持続可能性を高める＝住民同士が助け合い、快適に暮らし続けると

いう点で、まちづくりセンターの役割は大きいと思います。 

SDGs への意識を少しずつ高めていただけると嬉しいです。 

蕨岡まちづくりセ

ンター 

小学校と連携しながら、アルミ缶、プルタブ、ペットボトルキャップ回収

をしています。 

子どもへの環境学習もやっていて、意識も取組みもよいと感じました。 

稲川まちづくりセ

ンター 

SDGs の研修会に出席できなかったので、事務局に自ら説明を求めた姿勢

は前向きでよいと思います。 

快適に使えるようカーテンを付けたりゴーヤのカーテンを作ったり工夫し

ていました。 

ソーラーパネルがすぐ見える場所に設置され、発電のモニターも誰もがみ

えるところにあります。ただ、発電した電力がどのように使われているの

かが明確ではありませんでした。 

【目視】グリーン購入については、予算の関係で再生紙が買えないという

ことです。 

西遊佐まちづくり

センター 

エプロンサービスは 3 年目で、よい事業ですが、サポーター全員が活動で

きているわけではなく、モチベーションを下げないようにいろいろ考えて

いるとのことでした。これからも継続していただきたいと思います。 

縦割りを改めた横ぐしをさす発想が必要との意見を伺いました。今後の活

動において重要な視点だと思います。 

【目視】事務用品はほとんど貰い物を使用しているそうです。 

 

 


