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令和４年（2022年）9月21日（水曜日） No.１５１４区のおしらせ 9 月 2 1 日号

環境マネジメントシステム
（ＥＭＳ＝Environmental 
Management System）の運用
　区は大規模事業者の責務として、
区独自のＥＭＳを導入し、事務事業
に係る環境負荷の低減に取り組んで
います。
�各所属・施設では、地球温暖化対
策推進員（それぞれ１人配置）を中心
に、各職員が環境配慮活動プログラ
ムに基づいて省エネルギー・省資源
活動を実践しています。
　令和３年度の取り組み結果は別表
１のとおりです。
環境監査の結果報告
　ＥＭＳが適切かつ継続して運用さ

れているか、その状況を確認するた
めに、令和３年10月29日から12月10
日まで、38カ所の所属・施設を対象
に課長級職員による内部環境監査を
実施しました。
　監査結果は、「優良事項」が24件、
「要改善」が２件、「不適合」はありま
せんでした。「要改善」の内容は、廃
棄物保管場所への掲示板未設置の指
摘であり、監査後速やかに改善され
ています。
　今後の対応として、優良事項の水
平的展開を図るとともに、研修や環
境監査を通じ、職員の環境に対する
意識向上に努めていきます。

温室効果ガス排出抑制の取り組み結
果
　区の事務事業を対象とした、「中
央区役所温室効果ガス排出抑制実行
計画」では、令和３年度から令和７
年度までの５カ年で、温室効果ガス
総排出量を平成25年度と比較して28
％削減、温室効果ガス排出原単位（区
施設の床面積１㎡から排出される温
室効果ガス排出量）を令和元年度と
比較して５％削減することを目標と
しています。
　区の事務事業に伴う令和３年度の
温室効果ガス総排出量は22,379t-
CO2、温室効果ガス排出原単位は
55.1kg-CO2/㎡となりました（別表
２・３のとおり）。引き続き、小ま
めなエコオフィス活動や適切な設備
運用、計画的な省エネルギー型の施

設整備など、環境に配慮した取り組
みを推進していきます。
逢環境課環境企画係
　☎（３５４６）５４０７

　「食品ロス」とは、食べ残しや売れ
残りにより、まだ食べることができ
るにもかかわらず、捨てられてしま
う食品のことです。
　日本では１年間で約522万トンの
食品ロスが発生しており、これは１
人当たり毎日お茶碗１杯分（約113g）

の食品を捨てていることになります。
　一人一人の日常生活における、ち
ょっとした工夫や意識の向上が、大
きな削減につながります。皆さんも、
ぜひ食品ロスの削減にご協力くださ
い。

ちゅうおう食べきり協力店をご利
用ください
　区では、10月１日（土）から食品ロ
スの削減に取り組む区内の飲食店な
どを「ちゅうおう食べきり協力店」と
して区のホームページで紹介します。
ちゅうおう食べきり協力店を利用し
て、美味しく食べ切りましょう。
協力店での取り組み
・�小盛りメニューやハーフサイズな
どの設定
・�ばら売りや量り売りなどによる食
品の提供
・�賞味期限または消費期限の近い食
品の割引販売　など　
◎�協力店は随時募集しています。詳
しくは区のホームページをご覧く
ださい。

フードドライブ
　区では別表４のとおりフードドラ
イブを実施しており、家庭で余った
食品を受け付けて、区内の子ども食
堂などに提供しています。ご家庭で
使い切れずに余っている食品があり
ましたら、ぜひお持ち寄りください。
逢中央清掃事務所清掃事業係
　☎（３５６２）１５２３
・フードドライブについて
　環境課環境企画係
　☎（３５４６）５４０７

区の地球温暖化対策の取り組み

「食品ロス」の削減にご協力ください

別表2　温室効果ガス総排出量
 （単位：t-CO2/）

平成25年度 
（基準年度） 令和3年度

総排出量 30,078 22,379
比較増減量 

（対基準年度） － △7,698
増減率 － 25.6％削減

別表3　温室効果ガス排出原単位
（単位：kg-CO2/㎡）

令和元年度 
（基準年度） 令和3年度

原単位 53.4 55.1
比較増減量 

（対基準年度） － 1.7
増減率 － 3.2％増加

◎�数値については端数処理を行っている
ため、表内の計算が一致しない場合が
あります。

別表4

受付
場所

区役所7階�
環境課

日本橋�
特別出張所1階�
地域活動係

月島�
特別出張所1階�
地域活動係

中央清掃
事務所2階

ダイエー月島店
◎�回収ボックスが設
置してあります。

受付
日時

月～金曜日（祝日・休日および年末年始は除く）�
午前8時30分～午後5時

常設�
（24時間営業）

受け付
けでき
る食品

家庭から出た、生鮮食品以外の常温保存が可能なもので、賞味期限が持参日か
ら２カ月以上先、かつ包装や外装が破損・汚損していない未開封の食品類

　皆さんは、３Ｒという言葉をご存
じですか。３Ｒ（R

リ デ ュ ー ス

educe、R
リ ユ ー ス

euse、
R
リ サ イ ク ル

ecycle）はごみを減らし、循環型
社会を形成していくためのキーワー
ドです。
　Reduceとは、ごみの発生を抑制
し、ごみを減らす工夫をすることで
す。これは、三つのＲの中でも、も
っとも効果的で重要なものです。
　Reuseとは、何度も繰り返し使う
ことです。ごみとして捨てる前に修
理したり、他の人に譲ったりするな
ど、もう一度利用する方法を考え、
物を大切にすれば、ごみを減らすこ
とができます。
　Recycleとは、製品として使えな
くなったものを資源として新しい製
品の原料に（再資源化）することです。
そのためには正しいごみの分別が必
要です。また買い物の際に、積極的
に再生品を選んで使うことで、リサ
イクルの輪が完成します。
　３Ｒを実践することは、環境負荷
の少ない「循環型社会」の実現につな

がります。私たち一人一人の意識と
行動が社会を変える原動力となりま
す。今日から３Ｒを実行し、環境に
優しい生活を始めてみませんか。
リサイクルハウスかざぐるまを利
用しませんか？
　リサイクルハウスかざぐるまでは、
家庭で不用になった衣類・雑貨など
の展示販売、不用品交換情報の掲示
などを行っています。
　当施設をご活用いただき、３Ｒの
推進にお役立てください。
逢・�リデュース、リサイクルについて
　中央清掃事務所清掃事業係
　☎（３５６２）１５２３
・リユースについて
　環境課環境啓発係
　☎（３５４６）９５９２
　�リサイクルハウスかざぐるま明石
町
　☎（３５４６）２９９１
　�リサイクルハウスかざぐるま箱崎
町
　☎（３６６８）５０３７

　年金生活者支援給付金は、公的年
金などの収入金額やその他の所得が
一定基準以下の年金受給者を支援す
るために、年金に上乗せして支給さ
れるものです。
　受け取りには年金生活者支援給付
金請求書の提出が必要です。
対　象
①�老齢基礎年金を受給している方で、
下記要件を全て満たしている方
・65歳以上
・世帯全員の住民税が非課税
・�前年の年金収入額とその他の所得
額の合計が881,200円以下

②�障害基礎年金・遺族基礎年金を受
給している方で、前年の所得額が
「4,721,000円＋扶養親族の数×
380,000円」以下の方

請求手続き
　すでに年金生活者支援給付金を受
給している方は、新たな手続きは不
要です。　
　老齢・障害・遺族基礎年金を受給
している方で、令和４年度において、

所得額が前年より低下したことなど
により、新たに対象となる方には、
９月から順次、日本年金機構から簡
易な年金生活者支援給付金請求書
（はがき型）をお送りしています。
　世帯構成の変更や税額の更正など
により、支給要件に当てはまるよう
になった場合は、ご自身で年金生活
者支援給付金の認定請求の手続きが
必要になります。
　なお、これから老齢・障害・遺族
基礎年金の受給を始める方は、年金
の裁定請求手続きを行う際に、併せ
て年金生活者支援給付金の認定請求
の手続きを行ってください。
不審な電話や案内にご注意ください
　厚生労働省や日本年金機構、年金
事務所がお客様の家族構成や口座番
号をお聞きしたり、手数料などの金
銭を求めることはありません。
逢給付金専用ダイヤル
　☎（０５７０）０５４０９２
・０５０から始まる電話の方
　☎（５５３９）２２１６

10月は「３Ｒ推進月間」

別表1
電　気 ガ　ス 液化石油ガス 燃　料 地域冷暖房 水　道 ごみ・資源（排出量） 用紙類 車両燃料 車両燃料ＣＮＧ

令和3年度 
使用量など実績 40,350,776kWh 3,353,943㎥ 4,132㎥ 166,675㍑ 14,536,570　　　　 540,392㎥ 867,831㎏ 407,756㎏ 205,117㍑ 118㎥

令和元年度 
使用量など実績 39,913,428kWh 2,783,627㎥ 4,571㎥ 216,938㍑ 13,680,745　　 586,537㎥ 856,844㎏ 462,952㎏ 211,674㍑ 297㎥

令和3年度 
目標 3.6％削減 5.0％削減 1.9％削減 1.9％削減 1.8％削減 3.9％削減 1.0％削減 1.0％削減 1.0％削減 1.0％削減

令和3年度 
達成状況 1.1％増加 20.5％増加 9.6％削減 23.2％削減 6.3％増加 7.9％削減 1.3％増加 11.9％削減 3.1％削減 60.1％削減

◎令和3年度目標および達成状況は、「令和元年度使用量など実績」との比較です。
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年金生活者支援給付金制度

◀ このステッ
カーが目印
です。


