
1 

 

平成３０年１１月１６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   本間 功 

副主任監査員  石垣 ヒロ子 

 

環境監査報告書 

 
ＬＡＳ－Ｅ共通実施項目の監査結果について、以下のとおり報告いたします。 

 

 

１．日時 

平成３０年１１月１５日（木）～１６日（金） 

 

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 6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。 

 一昨年度の監査から引き続き、地域全体の環境保全への貢献にシフトしていくことを目指し、

協働の取り組み（エコガバナンス）と住民・事業者等の取り組み支援（エコアクション３）を重

点項目として設定しました。学校ではこれまで培ってきた保護者や地域住民と協力した活動が継

続し定着していていることが確認でき、その他の部署でも住民による環境保全活動を支援する仕

組みがあることが確認できました。 

また環境基本計画の担当課においては、環境基本計画の主要事業の進捗をについて確認しまし

た。事業自体は概ね支障なく実施されているものの、環境基本計画における目標設定が明確でな

い部分があり、このことが目標に対する進捗状況の把握を困難にしているようです。 

 一昨年度の監査で不十分との指摘があった部署内の情報共有については、昨年度に引き続き問

題なく十分に行われていました。しかし、「運用の手引き」の所在がすぐにわからなかったり、

個人のファイルとして引き出しの中にあったりするなど、基本的な部分がおろそかになっている

部署が見受けられました。 

 また何箇所かで、ごみ箱の中にカップ麺容器や菓子袋などのごみが入っていました。環境マネ

ジメントシステムを導入した当初と比べ、近隣に新たに出店したスーパーなどで昼食を購入する

職員も増えるなど状況が変化しており、使い捨て容器を使用した食品の購入を認めていない「運

用の手引き」のルールが現状に沿わないとの声もあります。LAS-E の取り組みが成熟し、環境保

全が当たり前のように身についている一方、今回見られた「運用の手引き」に対する意識や使い

捨て容器の扱いなど、基礎的な部分の認識が曖昧になりつつあるようです。初心に立ち返るとと

もに、ルール変更についても課題を洗い出してみる必要があるかもしれません。 

「秀逸な取り組み（◎）」では、電力会社を替えたことによる経費節減、利用実態に応じたス

イッチの入切、使用量増加について根拠の追究、という、エネルギー使用量のマネジメントに対

するものが多くありました。数値を単なる数字の変動として見るのでなく、その原因を究明し、

改善に繋げるシステムが機能している表れであり、この意識が他の部署にも波及していくと良い

と思います。 

 

（２）今後の方向性 

①使い捨て容器に関するルール変更の検討 

使い捨て容器をごみとして役場内で捨てることを容認するか、持ち帰りを義務付けるか等につ

いて、様々な状況変化があることを踏まえ、「運用の手引き」のルールを変更するかどうか検討

が必要です。その際には、廃棄物発生抑制が前提となることや地域住民に対する意識づけの観点

も重視していただきたいと思います。 

②部局横断的な取り組みの推進 

今年度は、課の事業における他部署との連携の可能性が数件見つかりました。うまく連携する

ことで、事業の活発化や質の向上が望めるのではないでしょうか。行政による「支援」について

も、協力関係を一歩進めて、子どもたちや住民組織が主体的に活動するように育てて後押しをし、

持続可能な取り組みが広がるような支援の仕組みや施策の展開があれば、活動がより一層広まる

ことでしょう。 

③新庁舎建設に向けた検討 
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新庁舎建設の計画に対し、ZEB基準への適合を目指して検討されていることを高く評価します。

ZEB またはこれに準じる水準で建築されればハード面での環境負荷低減が予想できますが、それ

に甘んじることなくソフト面での環境配慮行動や老朽化している各施設の省エネルギー化につい

ても留意して、取り組みを続け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

28

2 業務と環境との関わり
本来業務と環境とのかかわりの認識
環境関係の事業や活動の進捗・成果

1 27

3 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 25 1

9 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 0

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

4 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

1 27

6 施設利用者や事業者の取り組み
事業者や施設利用者への環境配慮要請
事業者や施設利用者の取り組み状況

28

10 独自の取り組み 独自の環境配慮の工夫 28

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 環境関連施策への住民参画
計画の策定・改定への住民参画
環境関連事業における住民や事業者との協働

4 24

8 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

1 27

合計 6 236 1 0 48

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

【
M

】

ア
ク
シ

ョ
ン

【
A

】

ガ
バ
ナ
ン
ス

【
G

】

理
事
者

事
務
局

事
務
局
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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.業務と環境との関わり】A／M 

しらい自然館：利用者の使用時間を把握した結果、今年度からボイラーのスイッチを 22：00

（従来は 23：00）に切ることにしました。燃料の使用量が抑えられると期待できます。 

 

【３.数値目標の達成状況】M 

ふらっと：契約電力会社を変更したことにより、毎月の電気料金が 20 万円減りました。会社

が管理する 5 施設の合計では、月 100 万円、年間 1,000 万円超の削減になっています。 

 

高瀬小学校：昨年比で電気使用量が増加したため、原因の究明をしました。施設開放の時間

数や気温とで分析した結果、猛暑の日の学業環境の維持のためと判明しました。 

 

【５.事業者、住民組織による環境取り組みの支援】A 

遊佐中学校：制服のリユースを拡大し、一か所だった回収箱をまちづくりセンターに設置す

ることで、回収数が増えました。 

 

【８.住民等への情報発信、巻き込み】G 

高瀬小学校：学習発表会において 4年生が「もったいない」の劇で３Ｒの啓発をしました。 

 

【施設・設備の改善による省エネ・省資源】A 

事務局：新庁舎の建設に当たり、設計担当課に対して ZEB（ゼロ・エネルギ・ビル）基準へ

の対応が実現できるように積極的に働きかけ、情報提供も行っています。 

 

△（改善要望事項） 

【３．数値目標の達成状況】M 

遊佐保育園：今年度の数値目標について把握していませんでした。 

 

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 地域全体の環境保全への貢献に向けて、事務局として継続して取り組んで

いる状況が窺えました。特に、新庁舎建築計画における施設・設備の改善

に向けた取組みである ZEB 評価については、遊佐町としての課題はあるも

のの、きちんとした情報収集を行い関係課の調整に努めています。引き続

き、町の豊かな環境資源を守り、活かしていく施策を進めてください。 

町長・副町長 町政ではいろいろと前向きに取り組まれています。洋上風力発電では、県

と連絡をとりながら進めていらっしゃいます。 

難しい課題に直面していますが、町の環境をしっかり守り継承していくた

めに、主張すべきところは主張し、町民の気運も盛り上げながら頑張って

いただきたいと思います。 

総務課 ウォームビズの期間を毎年尐しずつ長くしていることや、服装にとどまら

ず体を温める根菜類を多く摂ることを勧めるなど、食生活の配慮にも触れ

ているのはいいことなので、環境係とも連携して進めるようにしてくださ

い。 

庁舎の中枢として、これからも引き続き取り組んでいただきたいです。 

企画課 事業者への協力お願いを受付カウンターの上に貼ってあり、よかったので

すが、見づらいのでもう尐し目につくような貼り方をお願いします。 

【目視】 

カップ麺の容器がゴミ箱に捨てられていました。 

産業課・農業委員

会 

全体的には問題は特になく、質問に答えられていました。 

ただ、紙くずやカップ麺容器、コンビニ弁当のゴミが非常に多いことは、

改善すべき点です。 

地域生活課 事務局を抱え、基本計画での多くの事業を受け持っている課として、課内

職員の意識レベルは高いように見受けられました。課内のみならず、他部

署と連携して取り組める施策を検討し、積極的に推進することを望みます。 

教育委員会 3010（さんまるいちまる）運動を大きな宴会だけでなく、役場の外でやる

小さな宴会でも実践するように広げていってください。 

生涯学習センター 関係団体の会議等で集まるときに、クールビズ、ウォームビズ、ごみの持

ち帰りの周知を行っているという点がよいと思いました。数値目標の把握

等、部署内での情報共有が十分ではない印象なので、改善を心がけていた

だきたいです。以前行っていた環境に関わる事業を取りやめてしまったと

いうことが残念です。次年度から関連する事業を検討していただきたいと

思います。 

運用の手引きがすぐに出てきませんでした。掲示をお願いします。 

町民課 業務内での紙の使用の抑制など、できる範囲で進められています。今後も

継続して取り組んでください。 

封筒への PR 文の掲載や、窓口における周知は、環境係と連携して検討し

ていただきたいと思います。 

【目視】 

お菓子の包装がゴミ箱に捨てられていました。 

健康福祉課（本庁

舎） 

とりわけ目立ってよいこともなく、悪くもなく、普通でした。以前、区長

会で啓発を検討するというお話もありましたので、ぜひ実現して、積極的

に推進していただきたいと思います。 

【目視】 

使い捨て容器がゴミ箱に捨てられていました。 
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部署 全体所見 

健康福祉課支援係

（防災Ｃ） 

食改や出前講座の寸劇などで、生ごみの処理や食品ロスなどを伝えていま

す。ポイントで応募する景品の中に環境に関する品物を入れたり、出前講

座を環境係と共催するなど、いろいろな事業の可能性がある課だと思いま

す。 

職場内ではごみを捨てない雰囲気があり、それぞれの意識が高いように感

じました。 

【目視】 

ただし、廊下のゴミ箱に資源ごみが混入していました。 

子どもセンター 利用者が不要になった子ども服を集めて譲渡会をするなど、育児用品のリ

ユースを促す仕掛けができるのではないかと思いました。 

施設内の掲示板を活用した環境情報の発信に協力していただけると嬉しい

です。 

出納室 来客のある部署のため、昼休みの消灯等はむずかしい。足元の冷たい空気

を遮る目的でカウンターの出入り口にドアを取り付けるなど、日々できる

限りのことで努力をしている様子でした。 

来客への PR に、小さなのぼりを置いていただけるのではないでしょうか。 

遊佐中 情報共有・取り組み内容・職員の意識について高い水準であると評価でき

ます。体育館・武道館の LED 化による電気使用量減と今後見込んでいるエ

アコンの設置により、学校全体の電気使用量がどのように推移するのか引

き続き注視していただきたいと思います。 

遊佐小 電気使用量グラフの職員室での掲示を継続しています。数値も優秀でした。

廃棄する黒板を用務員さんがリメークして掲示板等に利用していました。

子どもたち自身の行動に結びつく働きかけをお願いします。 

手引きが、ファイルに綴じこまれて、誰もが見える状態ではありません。 

遊佐保 職員会議で必ずエコについて取り上げ、全体で取り組んでいます。おたよ

りの紙の使い方を工夫し、猛暑だった夏には部屋を涼しく使用する工夫を

していました。保護者との接点があるので、啓発の場を設けていただくと

いいのではないでしょうか。 

数値目標についての認識がなかったので、今後意識して取り組んでいただ

きたいと思います。 

吹浦小 子どもたちの活動の様子を情報発信するためのモニターを玄関先に設置し

ていました。電気使用量は増加しますが教育効果は上がると考えられます。

熱中症対策など、校長の意識は高いと感じました。「アイドリングストッ

プ」を今まで呼びかけていなかったとのことですが今後は実施を期待しま

す。 

手引きが教頭のファイルの中にあり一般職員への周知がされていません。 

【目視】 

ゴミ箱に資源ごみやプラゴミ、コーヒー容器などが混入していました。 

吹浦保 職員間で共通認識を持って、電気・冷暖房の節約、アイドリングストップ

等に取り組んでいたのがよかったと思います。また、地域住民を巻き込ん

だ活動を多く行っており、製作物も自然物や段ボール等廃材をうまく活用

していました。 

藤崎小 松林保全のため、学校あげて取り組んでいます。3 年前の「食育」・昨年

の林野庁長官賞などに続き、今年は「みどりの尐年団」で 2 名が表彰され

るなど、活動が高く評価されています。12 月には「飛島・鳥海山ジオパー

ク」に関連する発表を児童が行う予定とのことです。 

藤崎保 環境配慮に協力してもらうため、ラミネートで、アイドリングストップ要

請を玄関に、「水の出し方は鉛筆の大きさ」と手洗い場に掲示しているの

はよかったと思います。 
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部署 全体所見 

高瀬小 学校独自の「LAS-E 重点目標」、先生個人の「私の重点目標」を立てる活

動を継続して行っています。今後も前向きな姿勢を続けてください。 

補助資料を作成、提示していただき、取組みの様子がよく理解できました。 

蕨岡小 資源回収活動での地域住民との協働が定着しています。引き続き協力体制

を維持してください。 

運用の手引きを目につく場所に掲示してください。 

【目視】 

お菓子の包装がゴミ箱に捨てられていました。 

ゆざっとプラザ 電気使用量が一定量を超えるとブザーが鳴る仕組みはなかなか良いと思い

ました。電気については１階と共用のため、夏のエアコンは 1 階に気を使

いながら 2 階の温度調節をしているとのことでした。 

運用の手引きの所在が不明でした。 

【目視】 

ゴミ箱に資源ごみが混入していました。 

ふらっと 電力会社を変更したことで、5 施設全体で年間 1,000 万円を超える削減に

なったことは大変すばらしいことです。 

食材を直売所から購入し地産地消に努めているとのことです。今後も継続

し、もっと PR していただければと思います。 

湯楽里 宿泊者の快適性に配慮しながら、できる工夫に取り組んでいました。町内

外から人が集まるため、情報発信の拠点として遊佐町の自然や環境の取組

みについて積極的に PR していただければ幸いです。 

手引きはファイルに綴じこむだけでなく、誰もがいつでも見やすい場所に

掲げておいてください。 

あぽん西浜 お客さんを対象とした出前講座について考えたいと前向きなご意見をいた

だきました。コンサートや演芸の合間にエコの話をするなど、楽しみなが

ら聞いていただけるように検討し実現されることを期待します。 

コテージ村 ごみの排出抑制のため、引き続き利用者の方に協力を求めていただきたい

と思います。単に持ち帰りを依頼するだけでなく、例えば調理くずを出さ

ないキャンプ料理、残った料理のアレンジメニューなど、利用者が興味を

持って楽しんでくれるような情報提供の仕方を考えてみてはいかがでしょ

うか。 

旧・青山家本邸 運用の手引きも準備されており、館内も整然としています。 

これからも、町の文化財発信に尽力をお願いします。 

さんゆう 水汲みにはたくさんの人たちが来るようなので、さんゆうの中に足を運ん

でいただく工夫が必要です。中での展示物などで PR できればベストだと

思います。遊佐の自然写真、小学校や保育園とタイアップしてリサイクル

工作の展示なども一案ではないでしょうか。 

しらい自然館 町民にあまり利用されていないのが残念です。有効な PR をして、多くの

人たちに利用していただきたいと思います。 

今年度より利用者と相談のうえ、ボイラー電源の入切を利用者に合わせる

ことを始めたことで、電気の使用量削減が期待されています。 

 

 


