
鈴鹿市しあわせ環境基本条例 

                  （平成 11 年 3 月 25 日 条例第１号） 

 

 わたしたちのまち鈴鹿は、恵まれた自然環境と調和した「緑の生産都市」として着実 

に発展してきた。 

 しかしながら、近年の社会経済活動の拡大、都市化の進展、生活様式の変化などに伴 

い、本市においても従来の環境行政の枠組みだけでは対応が困難な都市型、生活型の公 

害や身近な自然の減少などの問題が顕在化し、さらに個人、都市の活動そのものが直接、 

間接に地球規模で環境に影響を与えており、このことが人類を含めた地球上のすべての 

生物の持続的な生存にかかわる重大な問題となってきているため、新たな対応が求めら 

れている。 

 いうまでもなく、わたしたちは、健康で文化的な生活を営むために必要な安心で良好 

な環境を享受する権利（以下「環境権」という。）を有すると同時に、このような環境を 

維持し、発展させ、次世代に引き継いでいく義務を有する。 

 この認識の下、わたしたちは、市、市民及び事業者の協働によって、人と自然、人と 

人が健全に共生する快適な環境を確保するとともに、市民の環境権の保護に努めるため、 

この条例を制定する。 

 

 （目的） 

第１条  この条例は、環境基本法（平成５年法律第９１号。以下「法」という。）の精神 

  にのっとり、環境の保全形成について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者 

  の責務を明らかにするとともに、環境の保全形成に関する施策の基本的な事項を定め 

  ることにより、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民 

  のしあわせな生活に寄与することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条  この条例において「望ましい環境」とは、健康で文化的な生活を営むために必 

 要な安心で良好な環境をいう。 

２ この条例において「環境の保全形成」とは、望ましい環境を保全するとともに、積 

 極的に形成していくことをいう。 

３ この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響で 

 あって、環境の保全形成上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

 

 （基本理念） 

第３条  環境の保全形成は、すべての市民の取組により望ましい環境を確保するととも 



 に、その環境及びその環境を確保することの意義を次世代へ引き継いでいくことを目 

 的として行われなければならない。 

２ 環境の保全形成は、環境への負荷によって環境が損なわれるおそれが生じているこ 

 とにかんがみ、人を含めた自然の生態系の多様性を尊重し、自然環境の維持、保全、 

 整備、回復及び活用を図るとともに、人と自然、人と人が健全に共生していくことが 

 できる社会の実現を目指すことを目的として行われなければならない。 

３ 環境の保全形成は、エネルギーの有効利用、廃棄物の再資源化の促進その他の環境 

 の保全形成に関する行動により、循環型社会を築き上げることを目的として行われな 

 ければならない。 

 

 （市の責務） 

第４条  市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民及 

 び事業者と協働し、環境の保全形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す 

 る。 

２ 市は、自ら行う施策の実施に際し、環境への負荷の低減及び影響に配慮し、環境の 

 保全形成に努めなければならない。 

３ 市は、広域的な環境の保全形成のため、国、県及び他の地方公共団体と協力し、環 

 境の保全形成に関する施策の推進に努めなければならない。 

 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、市及び事業者と協働し、環境の保全形成に努め 

 る責務を有する。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にその日常生活における環境への 

 負荷の低減に努めなければならない。 

 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、市及び市民と協働し、環境の保全形成に努め 

 る責務を有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にその事業活動による環境への 

 負荷の低減に努めなければならない。 

３ 事業者は、環境の保全に関する情報について積極的に公開に努めなければならない。 

 

 （施策の策定等に係る基本方針） 

第７条 環境の保全形成に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲 

 げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画 

 的に行われなければならない。 



（１） 人と自然の共生のため、大気、水、土壌等環境の自然的構成要素を良好な状態 

   に維持、保全及び回復を図るとともに、生態系の多様性の確保、野生生物の種の 

   保存その他の生物の多様性の確保に努めること。 

（２） 人と人が共生できる社会の構築のため、人と自然にやさしい、うるおいとやす 

   らぎのあるまちづくりを推進すること。 

（３） 資源及びエネルギーの消費抑制及び有効利用を図ることができる循環型社会を 

   構築すること。 

（４） 自発的及び体験的学習を重視した環境の保全形成に関する教育及び学習機会の 

   提供に努めること。 

 

 （環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、鈴 

 鹿市しあわせ環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１） 環境の保全形成に関する目標及び施策の方向 

（２） 前号に掲げるもののほか、環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に 

   推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ次条に規定する鈴鹿市環 

 境審議会の意見を聴くものとする。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

 （環境審議会） 

第９条 法第４４条の規定に基づき、鈴鹿市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

（１） 環境基本計画に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、環境の保全形成に関する基本的事項 

３ 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

（１） 市民から公募した者 

（２） 環境の保全形成に関し学識経験を有する者 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、 

 再任を妨げない。 

６ 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定 

 める。 



 （年次報告書） 

第１０条 市長は、環境の状況、環境の保全形成に関して講じた施策について、年次報 

 告書を作成し、公表しなければならない。 

 

 （情報の収集及び提供） 

第１１条 市長は、環境の保全形成に関する情報の収集及び提供に努めなければならな 

 い。 

 

 （自発的な活動の促進） 

第１２条 市は、市民、事業者又はこれらの者が構成する民間の団体（以下「民間団体」 

 という。）による自発的な環境の保全形成に関する活動の促進に努めるものとする。 

 

 （推進体制の整備） 

第１３条 市は、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全形成に 

 関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。 

２ 市は、市民、事業者、民間団体等の参加及びこれらのものとの協働により、環境の 

 保全形成に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。 

 

 （財政上の措置） 

第１４条 市は、環境の保全形成に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を 

 講ずるよう努めるものとする。 

 

 （委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が 

 別に定める。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１１年６月５日から施行する。 

 

 

 



鈴鹿市しあわせ環境基本条例（解説） 

前文 

 わたしたちのまち鈴鹿は、恵まれた自然環境と調和した「緑の生産都市」として着実に

発展してきた。 

 しかしながら、近年の社会経済活動の拡大、都市化の進展、生活様式の変化などに伴い、

本市においても従来の環境行政の枠組みだけでは対応が困難な都市型、生活型の公害や身

近な自然の減少などの問題が顕在化し、さらに個人、都市の活動そのものが直接、間接に

地球規模で環境に影響を与えており、このことが人類を含めた地球上のすべての生物の持

続的な生存にかかわる重大な問題となってきているため、新たな対応が求められている。 

 いうまでもなく、わたしたちは、健康で文化的な生活を営むために必要な安心で良好な

環境を享受する権利（以下「環境権」という。）を有すると同時に、このような環境を維持

し、発展させ、次世代に引き継いでいく義務を有する。 

 この認識の下、わたしたちは、市、市民及び事業者の協働によって、人と自然、人と人

が健全に共生する快適な環境を確保するとともに、市民の環境権の保護に努めるため、こ

の条例を制定する。 

〔趣 旨〕 

 前文は、この条例の制定の必要性と環境行政に取り組む本市の基本的な考え方を明らか

にしたものである。 

〔解 説〕 

１ １つ目の段落では、本市の環境に係わる特色のうち、特に肯定的な面について述べた 

 ものである。 

２ ２つ目の段落では、前段で述べた経済発展や生活の利便の追求が本市の環境及び地球 

 環境に与える影響が、今後の市民のしあわせな生活だけでなく、人を含むすべての生物 

 の持続的な生存をも脅かす重大な問題であることを認識し、新たな対応が必要であるこ 

 とを明らかにしている。 

３ ３つ目の段落では、私たちの環境に関する権利と義務を明らかにしている。 

 権利：健康で文化的な生活を営むために必要な安心で良好な環境を享受すること（環境 

    権） 

 義務：健康で文化的な生活を営むために必要な安心で良好な環境を維持し、発展させ次 

    世代に引き継いでいくこと 

４ ４つ目の段落では、この条例の制定理由を明らかにし、市民にとってしあわせな環境 

 を確保する取り組みの方法についても明らかにしている。取り組み方について具体的に 

 は、環境問題の原因はすべての人の活動が原因であることから、その解決に向けては、 

 市、市民及び事業者がともに力を合わせて取り組む必要があるということを明らかにし 

 ている。 



 （目的） 

第１条 この条例は、環境基本法（平成５年法律第９１号。以下「法」という。）の精神に 

 のっとり、環境の保全形成について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責 

 務を明らかにするとともに、環境の保全形成に関する施策の基本的な事項を定めること 

 により、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民のしあわ 

 せな生活に寄与することを目的とする。 

〔趣 旨〕 

 本条は、この条例の目的について規定したものである。 

〔解 説〕 

１ この条例は、現在及び将来の市民のしあわせな生活に寄与することを究極の目的とし 

 ている。この目的を達成するためには、環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進す 

 る必要があるので、 

①基本理念 

②市、市民、事業者の責務 

③施策の基本的な事項 

 を定めるとしている。 

２ この条例は、形式としては通常の条例と同じであり、効力において通常の条例に優位 

 するものではない。しかし、この条例は、その名のとおり、環境に関する分野について 

 の市の行政の基本的な方向を示すもので、その内容として、基本理念、責務及び施策の 

 基本的な事項を定めている。このため、市はこの条例の規定に基づき、新たな条例の制 

 定等の具体的な制度づくりや予算上の措置等の施策を講ずることになる。 

３ この条例は、上位法である環境基本法（平成５年法律第９１号）の精神に沿うもので 

 あるが、さらに市の独自性として、市民にとってしあわせな環境というものを、人と自 

 然の共生にとどまらず、人と人の共生という人間の多様化を認めたすべての人にとって 

 暮らしやすいまちづくりを目指すことなど、より幅広い理念を盛り込んだものとしてお 

 り、「環境基本法の精神」にのっとり基本理念等を定めたものとした。 

  この条例は、本市の環境行政の基本的施策の方向を示すものであるので、環境基本法 

 及び三重県環境基本条例（平成７年３月１５日三重県条例第３号）と相まって、この条 

 例の目的や基本理念にのっとり，各規定に基づく施策を講じていくことになる。また， 

 個々の施策については、それぞれの部局において、個別に策定、実施されるのではなく、 

 この条例の第８条の規定に基づき策定される鈴鹿市しあわせ環境基本計画の基本的な方 

 向に沿って策定、実施されるなど、環境に関する施策の総合的かつ計画的な推進が図ら 

 れることとなる。 

 

 

 



 （定義） 

第２条 この条例において「望ましい環境」とは、健康で文化的な生活を営むために必要 

 な安心で良好な環境をいう。 

２ この条例において「環境の保全形成」とは、望ましい環境を保全するとともに、積極 

 的に形成していくことをいう。 

３ この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であ 

 って、環境の保全形成上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

〔趣 旨〕 

 本条は、この条例において規定する「望ましい環境」、「環境の保全形成」及び「環境へ

の負荷」について定義したものである。 

〔解 説〕 

１ 第１項は、「望ましい環境」について定義している。「健康で文化的な生活を営むため 

 に必要な」という表現は憲法第２５条第１項の「生存権」の規定を引用したものである 

 が、これに「安心で良好な」という形容詞を加えたものである。空気、水、土壌等人間 

 の健康な生存に不可欠な要素が汚染されず良好に保たれた状態は「安全な環境」と表現 

 できるが、さらに一歩進んで、多様な生物相等からなる生態系が確保され、自然の景観 

 が保護されるなど、人と自然の調和や人と人が共生できる社会の実現を目指すことは、 

 精神的な面での安心も含むため、これを「安心で良好な環境」と表現した。 

２ 第２項は、「環境の保全形成」という文言について定義したものである。第１項で定義 

 した望ましい環境を「保全する」と表現した場合、広義に解釈すれば現状維持だけにと 

 どまらず、望ましい状態に達していない環境要素、分野についてはその向上を目指すこ 

 とも含んでいるものと思われるが、積極的に望ましい環境の「形成」を目指すというこ 

 とを明記するため、「環境の保全形成」という造語を行い、定義したものである。 

３ 第３項は、「環境への負荷」について定義している。すなわち、「環境への負荷」とは、 

①人の活動により 

②環境に加えられる影響であって 

③環境の保全形成上の支障の原因となるおそれのあるもの 

 をいう。 

  なお、「環境への負荷」は人の活動によるものに限られ、自然現象によるものは含まれ 

 ない。また、環境に加えられる影響には自然景観の変更や動植物の損傷等も含まれるが、 

 「環境の保全形成上の支障の原因」に至る前に自然の営みの中で回復されるものは「環 

 境への負荷」とはみなされないこととなる。 

 

 

 

 



 （基本理念） 

第３条 環境の保全形成は、すべての市民の取組により望ましい環境を確保するとともに、 

 その環境及びその環境を確保することの意義を次世代へ引き継いでいくことを目的とし 

 て行われなければならない。 

２ 環境の保全形成は、人の活動による環境への負荷によって環境が損なわれるおそれが 

 生じていることにかんがみ、人を含めた自然の生態系の多様性を尊重し、自然環境の維 

 持、保全、整備、回復及び活用を図るとともに、人と自然、人と人が健全に共生してい 

 くことができる社会の実現を目指すことを目的として行なわれなければならない。 

３ 環境の保全形成は、エネルギーの有効利用、廃棄物の再資源化の促進その他の環境の 

 保全形成に関する行動により、循環型社会を築き上げることを目的として行なわれなけ 

 ればならない。 

〔趣 旨〕 

 環境の保全形成を行うに当たって、その前提となる環境に関する認識は前文で明らかに

しているが、環境の保全形成に関する施策を進めるうえでの根幹となる考え方について規

定したものである。 

〔解 説〕 

１ 第１項は基本理念の中でも根幹となる理念を示したものである。すなわち、環境の保 

 全形成は、 

① すべての市民の取り組みにより望ましい環境を確保すること 

② 確保した望ましい環境                    を次世代へ引き継いでいくこと 

望ましい環境を確保することの意義               

  

 を目的として行わなければならないことを示している。これは、環境の保全形成に取り 

 組む主体は行政、事業者を含むすべての市民であること、また、環境の保全形成により 

 確保した「望ましい環境」という形になったものだけではなく、同時に「望ましい環境 

 を確保することの意義」も次世代へと引き継いでいくことが必要であるということを示 

 している。ここで、「望ましい環境を確保することの意義」とは、悪化した環境という負 

 の遺産の継承は、現在の世代が次世代以降の世代に対して加害者になることであり、そ 

 れを防ぐためには、現世代の自己責任意識を確立する教育が重要であるという意味を込 

 めたものである。なお、ここで引き継ぎ先を「将来の世代へ」とせず、「次世代へ」とし 

 たのは、環境問題が、現世代や次世代の健康で文化的な生活すら保障できなくなるほど 

 差し迫った事態になっているという認識に立ち、より近い未来を表す「次世代へ」とし 

 たものである。もちろん、ここでいう「次世代」は、さらに次世代、次々世代という遠 

 い将来の世代までも含めたものである。 

２ 第２項は、人と自然の共生及び人と人の共生ができる社会の実現を目指すことを示し 

 たものである。自然の生態系の多様性を尊重することはもちろん、これに、人の多様性 



 を尊重することをも含めて示している。人の多様性を尊重すること及び後段の「人と人 

 が健全に共生していくことができる社会の実現を目指すこと」を示したことによって、 

 老若男女等の肉体的条件や経済状態などによって健康で文化的な生活が阻害されること 

 がないバリアフリーのまちづくり、ノーマライゼーションの理念を反映した社会の実現 

 を目指すという理念を示している。 

  また、「自然環境の維持、保全、整備、回復及び活用を図る」という表現で示すものは、 

 前段の「自然環境の維持、保全」とは字義どおり自然環境を損ねないよう現状維持の努 

 力をすることであるが、後段の「整備、回復」で示したものは、より積極的に劣化した 

 自然環境を元どおりにする修復することや二次自然のような人間の手が加わらないこと 

 によってかえって環境を損ねてしまう可能性があるような自然環境に手を入れることな 

 どで，さらに「活用」ということばで，エコツーリズムのような自然環境を観光資源と 

 して活用することにより、経済的動機付けによって自然環境を保全することなどの例を 

 想定している。 

３ 第３項は、持続的発展が可能な社会を築き上げるために必要な環境の保全形成施策の 

 中でもとくに「循環型社会」の構築が必要であることを示したものである。 

  循環型社会とは、社会の永続性を確保するため、有限な地球の中で行う人間のあらゆ 

 る活動にともない消費する資源を繰り返し、または様々な形で再利用し、廃棄するもの 

 とエネルギーの消費を最小限にするようなシステムを有する社会のことである。 

 

 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民及び 

 事業者と協働し、環境の保全形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、自ら行う施策の実施に際し、環境への負荷の低減及び影響に配慮し、環境の保 

 全形成に努めなければならない。 

３ 市は、広域的な環境の保全形成のため、国、県及び他の地方公共団体と協力し、環境 

 の保全形成に関する施策の推進に努めなければならない。 

〔趣 旨〕 

 本条は、環境の保全形成に取り組む市の立場と責務について考え方を規定したものであ

る。 

〔解 説〕 

１ 第１項は、環境の保全形成に関する施策を策定、実施する責務を市が有すること及び、 

 市民及び事業者との協働により施策を策定、実施することを定めたものである。また、 

 施策の策定、実施にあたっては、第３条に定める基本理念にのっとり行うべきことを示 

 したものである。 

 



２ 第２項は、環境の保全形成に関する施策は、市が市民及び事業者と協働して行うこと 

 を前項で定めてはいるが、市は自らも市内の一事業者であることから、率先して環境へ         

 の負荷の低減等の対策を講じたり、自然環境と調和した開発をするなど、市民、事業者 

 への範となるよう行動することを定めている。 

３ 第３項は、環境問題が、市内で対応できるものにとどまらず、地球温暖化や酸性雨等 

 のように市域を超えた対応が必要なことがあるため、国、県及び他の地方公共団体と連 

 携して環境の保全形成に取り組むことを示したものである。 

 

 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、市及び事業者と協働し、環境の保全形成に努める 

 責務を有する。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にその日常生活における環境への負 

 荷の低減に努めなければならない。 

〔趣 旨〕 

 本条は、市民がその日常生活はもとより、すべての活動において環境の保全形成に努め 

ることを責務として規定したものである。 

〔解 説〕 

１ 第１項は、市民が環境の保全形成の活動をする主体であることを示し、市及び事業者 

 と力を合わせて取り組む責務があることを明らかにしている。 

２ 第２項は、第３条で定めた基本理念にのっとり、環境の保全形成は結局、市民一人ひ 

 とりの活動の総和であるため、市民一人ひとりが自主的かつ積極的にその日常生活にお 

 ける環境への負荷を減らす努力をする責務があることを明らかにしている。 

 

 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、市及び市民と協働し、環境の保全形成に努める 

 責務を有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にその事業活動による環境への負 

 荷の低減に努めなければならない。 

３ 事業者は、環境の保全に関する情報について積極的に公開に努めなければならない。 

〔趣 旨〕 

 本条は、事業者が事業活動のすべての段階において環境の保全形成に配慮することを責 

務として規定したものである。 

〔解 説〕 

１ 第１項は、事業者も市の構成員の一部であることから、市及び市民と力を合わせて、 



 環境の保全形成に取り組む責務があることを明らかにしている。 

２ 第２項は、事業者がその事業活動に伴って生ずる公害等を防止することはもちろん、 

 その事業活動による環境への負荷を減らす努力をする責務があることを定めたもので  

 ある。 

３ 第３項は、事業者は一般的に、その事業活動に伴う環境への負荷の量が大きいことか 

 ら、その事業活動に伴って生ずる公害等を防止することはもちろんであるが、市及び市  

 民と協働して環境の保全形成に取り組むためには、その活動による環境への負荷につい 

 て公開に努め、市民の信頼を得る責務を示している。また、事業者がその負荷を低減す 

 る活動等について積極的に公開することによって市民への環境保全活動を促進するとい 

 う肯定的な面も想定している。 

 

 

 （施策の策定等に係る基本方針） 

第７条 環境の保全形成に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げ 

 る事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に 

 行われなければならない。 

（１） 人と自然の共生のため、大気、水、土壌等環境の自然的構成要素を良好な状態に維 

  持、保全及び回復を図るとともに、生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その 

  他の生物の多様性の確保に努めること。 

（２） 人と人が共生できる社会の構築のため、人と自然にやさしい、うるおいとやすらぎ 

  のあるまちづくりを推進すること。 

（３） 資源及びエネルギーの消費抑制及び有効利用を図ることができる循環型社会を構築 

  すること。 

（４） 自発的及び体験的学習を重視した環境の保全形成に関する教育及び学習機会の提供 

  に努めること。 

〔趣 旨〕」 

 本条は、第３条に規定する基本理念を受けて、環境の保全形成に関する施策の策定、実

施に当たっての基本的な指針について規定したものである。指針を示すことによって、基

本理念を具体化するための各施策の方向性をより明確にするための規定である。 

〔解 説〕 

１ 本条は、環境の保全形成に関する施策の策定、実施に当たっては、 

①基本理念にのっとり 

②各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ 

③総合的かつ計画的に行う 

 ことを定めたものである。なお、ここで、｢環境の保全形成に関する施策の策定及び実施｣ 

 を主語とし、｢市｣を主語としなかったのは、環境の保全形成がすべての市民の取組によ  



 り行われなければならないという意味を持たせるためである。 

２ また、本条は環境の保全形成に関する施策の策定、実施に当たっては、各号列記の事 

 項の確保を旨として行われなければならないとしており、これら四つの事項が環境の保 

 全形成に係る施策全体の方向を示すものである。 

（１）第１号は、人と自然の共生に係る要素に関して、前段で、自然的構成要素である大 

  気、水、土壌等が人にとっても、他の生物にとっても良好な状態に保たれ、また劣化 

  している場合は良好な状態へ向かって回復の努力がなされる必要があることを示して 

  いる。また後段では多様な生物種から構成される生態系が、多様な状態で存在するこ 

  とが環境の保全形成上必須であるという考え方に立つものであり、生物の多様性の確 

  保が図られるよう努める必要があることを示している。 

   なお、「生態系」とは、植物、動物、微生物及びそれらをとりまく非生物的要素（土 

  壌、水、鉱物、空気等）から成り立っているものであり、それらの要素が相互に作用 

  し、複合したものである。 

（２）第２号は、人と人の共生に係る要素について示している。人にとってうるおいとや 

  すらぎのあるまちづくりのためには、人と自然の両方に対してやさしいまちづくりを 

  推進する必要があることと同時に、第３条の基本理念で示した自然の多様性のみなら 

  ず、人の多様性をも尊重したバリアフリーのまちづくりを進めることが必要であるこ 

  とを示している。 

（３）第３号は、第３条の基本理念を受け、基本方針として「循環型社会を構築すること」 

  を示している。「望ましい環境」を確保するために各種の施策相互の有機的な連携を図 

  りつつ総合的かつ計画的に行うのであるが、その目指す社会の形態は「循環型社会」 

  であるということを示している。 

（４）第４号は、環境の保全形成を推進するためには、市民すべての取り組みが必要であ 

  るとの認識に立ち、環境に関する教育、学習機会の提供がとりわけ重要な施策である 

  ことを示している。また、環境の保全形成に関する教育及び学習機会の提供は、学校 

  教育においても生涯教育においても学習者の自発性を尊重し、体験的学習を重視した 

  ものとするよう方針を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、鈴鹿 

 市しあわせ環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）環境の保全形成に関する目標及び施策の方向 

（２）前号に掲げるもののほか、環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進   

  するために必要な事項   

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ次条に規定する鈴鹿市環境 

 審議会の意見を聴くものとする。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

〔趣 旨〕 

 この条例に定められる広範囲にわたる環境の保全形成に関する施策は、中長期的な視点

に立って、総合的かつ計画的に推進する必要がある。このため、本条は、その中心となる

環境の保全形成に関する基本的な計画を市長が定めることを規定したものである。 

〔解 説〕 

１ 第１項では、環境の保全形成に関する施策を進めるために環境基本計画を定める義務 

 を規定している。なお、この条例に合わせて、環境基本計画の名称を「鈴鹿市しあわせ 

 環境基本計画」とした。 

２ 第２項では、環境基本計画に定める事項として， 

①環境の保全形成に関する目標及び施策の方向 

②①のほか、環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項を掲げている。具体的には、環境の保全形成に関する長期的な目標、この目標を達

成するための環境の保全形成に関する施策の基本的な方向、環境の適正な利用に際して

の配慮指針、計画を推進するためのしくみ等について定めるものである。 

３ 環境基本計画は鈴鹿市環境審議会の意見を聴き、市民の意見を反映して、市長が策定 

 するもので、本市における環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進する 

 ための基本的な方向を示すものである。したがって、本市における環境の保全形成に関 

 する施策はもとより、他の各種計画のうち環境の保全形成に関する部分は、鈴鹿市しあ 

 わせ環境基本計画に沿って策定され、実施されることが求められることとなる。 

 

 

 

 

 

 



 （環境審議会） 

第９条 法第４４条の規定に基づき、鈴鹿市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

（１）環境基本計画に関すること 

（２）前号に掲げるもののほか、環境の保全形成に関する基本的事項 

３ 審議会は委員１０人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

（１）市民から公募した者 

（２）環境の保全形成に関し学識経験を有する者 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし、再 

 任を妨げない。 

６ 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め 

 る。 

〔趣 旨〕 

 本条は、第８条に規定するように、鈴鹿市しあわせ環境基本計画を策定するにあたり、 

広く各界からの意見を反映させるために環境審議会を設置することを規定したものである。 

〔解 説〕 

１ 本条では、鈴鹿市環境審議会を環境基本法第４４条の規定にしたがって、設置するこ 

 とを示したものである。 

２ 第２項では、この審議会が調査審議する事項を示している。調査審議する事項として 

 は、主として鈴鹿市しあわせ環境基本計画の策定にあたってその内容を審議し、環境基 

 本計画の策定以外にも環境の保全形成に関する基本的事項を審議することを示している。 

 審議は、市長の諮問に応じて行い、答申するものであることを示している。 

３ 第３項は、審議会を構成する委員の人数を１０人以内と規定しており、具体的な人数 

 としては１０人を想定している。 

４ 第４項は、市長が任命する委員の構成について示している。 

 第１号では、市民の意見を広く取り入れるために、市民の中で環境の保全形成に関し意 

 欲を有する者を公募することを想定している。 

  第２号では、環境問題は各界各方面にわたる問題であるので、それらについて広範な 

 知識を有する者から意見を求めることとし、環境問題について高度な知識を有する学識 

 経験者の中から市長が任命することを示している。 

  第３号では、前２号以外で、環境問題について高度な意欲や高度な知識を有する者の 

 中から委員を任命することを示している。 

５ 第５項は、委員の任期について定めたものである。しあわせ環境基本計画は本条例制 

 定後、２年間で策定することを想定しているため、これに合わせて委員の任期を２年と 



したものである。 

６ 第６項は、本条例は環境の保全形成に関する基本的なことを規定する条例であり、審 

 議会についても第５項までで基本的なことのみを規定し、審議会の組織及び運営に関し 

 ての細部の事項は別の規則で定めることを示している。 

 

 

 （年次報告書） 

第１０条 市長は、環境の状況、環境の保全形成に関して講じた施策について、年次報告 

 書を作成し、公表しなければならない。 

〔趣 旨〕 

 本条は、環境の状況や、環境の保全形成施策の状況について、広く市民や事業者に明ら 

かにすることにより、これらに対する市民等の理解と認識を深めるため、年次報告書を作

成し公表することを規定しているものである。 

〔解 説〕 

 本条は、毎年、大気汚染、水質汚濁、自然環境、その他の環境に関する状況並びに環境

の保全形成に関して講じた施策を明らかにした文書を作成し、公表することを市長に義務

づけたものである。なお、「年次報告書」とは、現在毎年度発行している「鈴鹿市の環境」

が「環境の状況」についての部分の年次報告にあたり、これに鈴鹿市しあわせ環境基本計

画に基づき環境の保全形成に関して講じた施策の報告を加えたものを想定している。 

 

 

 （情報の収集及び提供） 

第１１条 市長は、環境の保全形成に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。 

〔趣旨〕 

 今日の環境問題は、市民の生活、事業者の事業活動による環境への負荷の増大によって

もたらされているものが少なくないが、環境の悪化は一般にはわかりにくいという問題が

ある。しかし、地球環境を含め環境の悪化は人類の持続的な生存を脅かすという、もはや

予断を許さない状況にある。そのため、すべての人々が共通の認識のもとに互いに協力、

協調して環境への負荷を少なくするような行動を自主的かつ積極的に採る必要があり、そ

のためには、行政の保有している環境の保全形成に関する情報を迅速かつ積極的に市民等

に提供する必要がある。本条では、市が、市民や事業者が必要な情報を広く入手できるよ

うに適切に提供するように努めることを規定したものである。 

〔解 説〕 

１ 市民、事業者等が自発的に環境の保全形成に関する目標を決め、望ましい行動を採る 

 ためには、正確な情報が適切に提供されることが不可欠である。このため、本条では、 

 各主体に対して市が必要な情報を適切に提供するように努めることを定めたものである。 



 本条は、環境に関する多種、多様な情報を体系的、総合的に蓄積、管理し、必要な情報 

 を必要な形で提供し、活用するための体制の整備に努めることを規定している。 

 

 

 （自発的な活動の促進） 

第１２条 市は、市民、事業者又はこれらの者が構成する民間の団体（以下「民間団体」 

 という。）による自発的な環境の保全形成に関する活動の促進に努めるものとする。 

〔趣 旨〕 

 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築するためには環境の保全形

成に関する活動をすべての者が自発的に行うようになることが重要である。本条は、この

ような観点から、市が市民、事業者、民間団体によるこれらの活動を促進することを規定

したものである。 

〔解 説〕 

１ 本条は、自発的に環境の保全形成に関する活動を行おうとする市民、事業者、民間団 

 体に対して、市が必要な措置を行うことを定めたものである。活動の具体的な例として 

 は、緑化活動、再生資源に係る回収活動、美化活動、生活排水浄化活動等の環境の保全 

 形成に関する実践活動、環境の保全形成に関する資料の作成・配布等の普及啓発活動、 

 環境の保全形成に関する講演会、自然観察会の開催等の教育・学習活動等が想定される。 

 また、促進の方法としては、これらの活動に必要な情報の提供、環境の保全形成に係る 

 望ましい活動の表彰、活動への財政的支援、指導、助言等が想定される。 

２ 自発的に行う環境の保全形成に関する活動は、市民や事業者が組織的に活動を行うこ 

 とが効果的であるので、市民、事業者に加えて、市民や事業者により組織された民間団 

 体を含むものとした。また、「民間団体」とは、自然保護団体等環境の保全形成に関する 

 活動を目的とする団体のみではなく、業界団体等事業者が組織する団体、自治会、ＰＴ 

 Ａ、婦人会、青年団、老人クラブ等市民が組織する団体，連絡協議会等市民と事業者の 

 双方が参加して組織する団体等を幅広く含む。 

 

 

 

 （推進体制の整備） 

第１３条 市は、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全形成に関 

 する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。 

２ 市は、市民、事業者、民間団体等の参加及びこれらのものとの協働により、環境の保 

 全形成に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。 

〔趣 旨〕 

 本条は、市が環境の保全形成施策を行うための推進体制を整備することについて規定し



たものである。 

〔解 説〕 

１ 第１項は、環境の保全形成に関する施策を推進するために、市の各機関の連携や施策 

 の調整をはかるための組織を整備することについて定めたものである。従来、環境の保 

 全形成に関する施策は各部各課において、その担当分野における能力を最大限に活かし 

 つつ、独自に実施されてきた。しかしながら、その施策相互の調整が必ずしも万全でな 

 いことから、今後、環境の保全形成に一層の効果を上げるため、関係各部の所管する事 

 業の実施に関して、関係各部との連携、調整を行おうとするものである。 

２ 近年の環境問題は、通常の事業活動や日常生活が原因であることが多く、持続的生存 

 が可能な環境への負荷が少ない循環型社会を目指すためには、市、市民、事業者それぞ 

 れの主体が従来のような大量に生産、消費、廃棄する社会構造を見直し、資源の循環利 

 用やエネルギーの節約、効率的利用を図るなど、社会のあり方や生活スタイルそのもの 

 を環境に配慮したものに変えていく必要がある。第２項は、地域環境を保全することが 

 地球環境を保全することにつながっていくとの認識のもと、それぞれの主体が自主的か 

 つ積極的に環境への負荷の少ない行動を採れるように、実施可能で具体的な取り組みを 

 推進するための協力体制をつくりあげていくことが必要であり、そのような体制を整備 

 するため政策の透明度の向上等を通じて、市民との協働を図ることを示している。 

 

 

 （財政上の措置） 

第１４条 市は、環境の保全形成に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講 

 ずるよう努めるものとする。 

〔趣 旨〕 

 本条は、市が環境の保全形成に関する施策を推進するために、必要な財政上の措置を講

ずることを規定したものである。 

〔解 説〕 

１ 本条では、環境の保全形成に関する施策を推進するために、予算案の作成及び市議会 

 への提案、市議会による予算の議決、予算の執行等の財政上の措置について定めたもの 

 である。複雑、多様化する環境問題への対応は年々その範囲を拡大しているので、こう 

 いった行政需要の拡大に対応した財政上の措置が必要である。 

 

 

 

 

 

 



 （委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別 

 に定める。 

〔趣 旨〕 

本条は、この条例の施行に関して必要な事項を別に定めることを規定したものである。 

〔解 説〕 

 この条例は、環境の保全形成施策に関する理念など、基本的なことだけを定めたもので

あり、実際にこの条例を施行するときには、個々具体的な細部にわたる必要事項を定める

必要が出てくるが、そういった必要事項については、市長が別に定めることを示している。 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は平成１１年６月５日から施行する。 

  

〔趣 旨〕 

 附則の第１項は、この条例の施行の日を定めたものである。 

〔解 説〕 

 この条例の施行の日、６月５日は，「環境の日」に合わせたものである。 

 


