
１４．ＩＳＯ１４００１における取組 

（１） 鈴鹿市のＩＳＯ１４００１認証取得の取組 

  ＩＳＯとは、国際標準化機構の略称で、世界標準の規格・基準を定める機関ですが、その中で、ＩＳＯ１４

００１とは、業務の中で発生する、環境に関する様々な影響を管理することによって、継続的な環境改善を図

っていくための環境マネジメントシステムの構築方法や運用方法が定められた規格です。 
 環境マネジメントシステムは、環境改善・環境保全を計画、実施し、点検し、見直すという「ＰＤＣＡサイ

クル」で構成され、このサイクルを実践することにより、継続的な環境改善が実現されることとなります。 

  鈴鹿市は、平成１３年度からＩＳＯ１４００１認証取得の取組を開始し、約１年をかけ鈴鹿市環境マネジメ

ントシステムを構築し、平成１５年１月１５日にＩＳＯ１４００１の認証を取得しました。 

また、その翌年度には、地区市民センターなどの出先施設においても環境マネジメントシステムの運用を開

始し、ＩＳＯ１４００１認証取得サイトの拡大を図りました。 

  これまでの取組は以下のとおりです。 

   平成１３年４月     市民部生活環境課に専任職員１名配置 

平成１３年９月５日   市長キックオフ宣言（ＩＳＯ１４００１認証取得のスタート宣言） 

   平成１３年１０月    鈴鹿市環境管理推進組織体制の整備 

               ＩＳＯ１４００１基礎研修の実施（全職員対象（一部出先職員を除く。）） 

   平成１３年１１月    環境側面（鈴鹿市が環境に対して影響を与えている要素）の抽出作業 

      ～        環境影響評価（環境側面が環境に変化を与える度合評価）の実施 

   平成１４年２月     著しい環境側面の特定 

   平成１４年４月     市民部生活環境課へ環境政策グループ（３名）創設 

   平成１４年６月     環境方針の策定 

               環境目的・目標の設定 

～        環境マネジメントプログラム（目的目標達成手段等を定めた計画表）の策定 

               法的及びその他の要求事項（環境関連法規制等）の特定 

     運用手順書・監視測定手順書の策定 

   平成１４年７月     環境マネジメントプログラムの運用開始 

   平成１４年９月     鈴鹿市環境管理マニュアル・要領の策定 

      ～        環境関連法規制の遵法性評価の実施    

               内部環境監査の実施 

   平成１４年１０月    初動審査（外部審査機関：㈱日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）） 

   平成１４年１１月    経営層（市長）の見直し 

   平成１４年１２月    環境マネジメントシステムの改定 

   平成１４年１２月２４日・２５日 本審査（外部審査機関：㈱日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）） 

   平成１５年１月１５日  ＩＳＯ１４００１認証取得 

平成１５年７月     出先施設において環境マネジメントシステムの運用開始 

   平成１５年１２月２４・２５日 １年次サーベイランス（外部審査機関：㈱日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）） 
 

  なお、認証取得時点でのＩＳＯ１４００１認証の取得範囲は、次のとおりです。 

   鈴鹿市役所本庁舎（本館、西館、別館第２、別館第３、別館第４、別館第５、分館第２、分館第４、付属



施設）、文化会館（事務室のみ）、水道庁舎、消防本部、保健センター、図書館、考古博物館 

 

  また、１年次サーベイランスで次の施設が、ＩＳＯ１４００１認証取得範囲として追加されました。 

男女共同参画センター、２２地区市民センター、一ノ宮市民館、玉垣会館、玉垣児童センター、一ノ宮団

地隣保館、一ノ宮団地児童センター、斎苑、勤労青少年ホーム、体育館、武道館、一ノ宮教育集会所、玉

垣教育集会所、一ノ宮団地教育集会所、消防署（本署、南分署、北分署、西分署、東分署、鈴峰分署） 

 

（２） 鈴鹿市のＩＳＯ１４００１認証取得の意義 

地方自治体は、一般の企業とは異なり、物を生産したり、材料を消費したり、廃棄したりといった業務が少

ないため、ＩＳＯ１４００１の認証取得による意義、効果といったものが目に見えにくく、ともすると、認証

取得の意義が薄れがちです。 

しかし、地方自治体にとっての環境保全は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現在の社会機構／経済機構

を資源循環型社会に牽引していくということに重要な意味があります。ＩＳＯ１４００１に基づく環境マネジ

メントシステムの導入は、全職員の環境改善・保全活動への参加を必要とするため、「行政職員としての環境意

識の向上」「企業・市民に対する環境保全の率先垂範」といった効果があります。また、その他にも以下のよう

な期待効果があります。 

・ 環境負荷の低減（地球温暖化対策）／コストダウン 

オフィス活動に関わる直接的な環境負荷（電力や燃料の消費、紙の使用／廃棄など）から、公共事業等に

よる間接的な環境負荷に至るまで、地方自治体が環境に与える影響は少なくありません。これらを改善して

いくことは「事業者」としての責務であるといえます。また、自治体は１事業体として大規模な組織である

ことから、省エネルギー、資源の有効利用等の環境改善活動に伴うコストダウン効果も大きなものとなりま

す。 

また、オフィス活動に関わる直接的な環境負荷（電力や燃料の消費など）の削減は、温室効果ガス（ＣＯ

2等）の削減に繋がることから、地球温暖化防止に寄与するという効果もあります。 

・ 既存の環境施策の効果的な運用・管理 

自治体で既に策定されている環境基本計画や地球温暖化対策実行計画は、「実施するための計画づくり」

に終始し、「実施状況の点検」「計画や目標の見直し」というプロセスが明確ではないことが少なくありませ

ん｡これに対し、ＩＳＯ１４００１規格に基づく環境マネジメントシステムでは「ＰＤＣＡサイクル」によ

り、進捗状況を点検しながら、不適切な部分は見直し、目標の達成に向けてシステムを運用していくことが

求められます。したがって、ＩＳＯ１４００１／環境マネジメントシステムを新たな環境保全のための計画

ではなく「行政システム」として位置付けることにより、ＩＳＯ１４００１で求められる点検／見直しのプ

ロセスを効果的に用いながら、既存の計画に実効力を持たせることが可能になります｡ 

・ 行政評価システムへの発展 

「第三者機関による審査」「全庁あげての横断的な運用」「目標達成に向けた点検／是正」「改善効果の 公

開」といったISO14001のプロセスを、現在の部／課／係ごとの進捗管理体制に取り入れることで、 将来の

行政評価システム／事務事業評価制度に生かすことも重要となります。 



（３） 鈴鹿市環境マネジメントシステムの概要 

① 環境方針（環境マネジメントシステムを構築するにあたり、トップがどのような「理念」と「方針」のも

とで、環境問題に取り組んでいくかを宣言したもので、具体的な取組内容を決めるときの枠組みとなるも

のです。） 

 
 

環境方針 
１ 基本理念 

 わたしたちのまち鈴鹿市は、恵まれた自然環境と調和した緑の生産都市づくりを展開し、着実に発展してき

ました。しかし、年々の発展の一方で、人々の生活や都市活動そのものが直接、間接に環境に影響を与え、そ

の影響が地球規模にまで及ぶ重大な問題となっています。 
 そのため、鈴鹿市は、「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」に基づき鈴鹿市環境審議会を設置し、「鈴鹿市しあわ

せ環境基本計画」に沿った様々な環境配慮施策に取り組むとともに、１事業者としての自らの活動における環

境保全の役割が継続的に発揮できるよう「国際規格ＩＳＯ１４００１」の仕組みを取り入れ、一層環境に配慮

した行政活動を推進します。 
このような取組を行う中で、鈴鹿市の目標環境像である「豊かな緑と澄んだ水 環境を大切にする心がひき

つがれるまち すずか」の持続的実現を市民の方々とともにめざしていきたいと考えています。 
 

２ 基本方針 
（１）鈴鹿市は、自らが行う事務事業活動が環境に及ぼす影響を改善するため、環境目的及び目標を定め、定期

的な見直しを行うとともに、環境マネジメントシステムを確立し、継続的改善を図ります。 
（２）環境関係法令及び鈴鹿市が同意するその他の要求事項を遵守し、環境汚染の予防に努めます。 
（３）私たちが取り組むべき重点テーマを次のとおり定め、積極的に環境に配慮した取組を進めます。 

① 市役所庁舎等の省エネルギー及び省資源並びに廃棄物の減量及びリサイクルの推進に努め、グリーン調

達を促進します。 
② 環境に配慮した公共工事の推進に努めます。 

（４）環境に関する意識の向上並びに環境方針に沿った活動及びサービスが継続的に実践できるよう職員の教育

及び訓練を実施します。 
（５）この環境方針は、全職員に周知徹底するとともに、広く市民に公表します。 

平成１５年５月１日 
                        環境管理総括者 鈴鹿市長 川 岸  光 男 

 



② 環境目的・目標（環境方針の実現に向け、環境マネジメントシステムを運用していくために定めた明確な到達点で、環境目的とは中長期的（おおむね3年ごと）

な到達点として位置づけられたものをいい、環境目標とは、単年度ごとの到達点として位置づけられたものをいいます。） 

 

 

                               作成     承認        報告           
様式4.3.3－１ 全体環境目的・目標登録表            事務局 → 環境管理責任者 → 環境管理総括者 

    作成年月日 平成15年７月１日     

環 境 目 標 
区分 環 境 目 的 

平成１５年度 平成１６年度 
登録根拠 実施部署 

電
気
削
減 

庁舎等の電気使用量を平成13年度（一部

平成 14 年度）レベルに維持する。 

電気使用量の削減活動を推進し、庁

舎等の電気使用量を平成13年度（一

部平成 14 年度）レベルに維持する。

電気使用量の削減活動を推進し、庁

舎等の電気使用量を平成 13 年度（一

部平成 14 年度）レベルに維持する。 

環境方針２(3)①

著しい環境側面 

法的及びその他

の要求事項 

全課等 

冷
暖
房
燃

料
削
減 

庁舎等の冷暖房用燃料（重油・灯油）使用

量を平成13年度比２．７％増加に留める。

冷暖房用燃料使用量の削減活動を推進

し、冷暖房用に使用する燃料（重油・

灯油）使用量を平成13年度比２．７％

増加に留める。 

冷暖房用燃料使用量の削減活動を推進

し、冷暖房用に使用する燃料（重油・灯

油）使用量を平成13年度比２．７％増加

に留める。 

環境方針２(3)①

著しい環境側面 

法的及びその他

の要求事項 

高齢障害課、財

務課、商工観光

課、市民課 

公
用
車
燃

料
削
減 

公用車用燃料使用量を平成 13 年度比１．

４％削減する。 

 

公用車の燃料使用量の削減活動を推進

し、公用車に使用する燃料使用量を平

成13年度比１．３％削減する。 

公用車の燃料使用量の削減活動を推進

し、公用車に使用する燃料使用量を平成

13年度比１．４％削減する。 

環境方針２(3)①

著しい環境側面 

法的及びその他

の要求事項 

全課等 

紙
類
削
減 

紙の購入量を平成 13 年度比３％削減す

る。 

 

紙の購入量の削減活動を推進し、紙の

購入量を平成13年度比１％削減する。

紙の購入量の削減活動を推進し、紙の購

入量を平成13年度比３％削減する。 
環境方針２(3)①

著しい環境側面 

全課等 

廃

棄

物

分

別
・
資
源
化 

庁舎等からの廃棄物の再資源化率を ４

５％以上にする。 

庁舎等から発生する廃棄物の分別・資

源ごみ化を徹底し、廃棄物の再資源化

率を４３％以上にする。 

庁舎等から発生する廃棄物の分別・資源

ごみ化を徹底し、廃棄物の再資源化率を

４５％以上にする。 

環境方針２(3)①

著しい環境側面 

法的及びその他

の要求事項 

全課等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 目 標 
区分 環 境 目 的 

平成１５年度 平成１６年度 
登録根拠 実施部署 

鈴鹿市グリーン購入指針に基づき、環境

にやさしい製品の購入・利用活動を推進

する。 

鈴鹿市グリーン購入指針に基づき、環境

にやさしい製品の購入・利用活動を推進

する。 

全課等 

グ
リ
ー
ン
購
入 

環境にやさしい製品の購入・利用活動を推

進する。 

 

鈴鹿市グリーン購入対象品目の見直し

を実施する。 

鈴鹿市グリーン購入対象品目の見直し

を実施する。 

環境方針２(3)① 

法的及びその他の

要求事項 

契約調達課 

公 

共 

工 

事 

環境に配慮した公共工事を推進する。 鈴鹿市公共工事環境配慮指針に基づき、

環境に配慮した公共工事を推進する。 

鈴鹿市公共工事環境配慮指針に基づき、

環境に配慮した公共工事を推進する。 

環境方針２(3)② 

著しい環境側面 

庁舎建設室、開発整

備課、耕地課、集落

排水課、道路整備

課、道路保全課、河

川課、公園緑地課、

都市整備課、営繕住

宅課、下水建設課、

工務課、水源課 

市内の合併処理浄化槽の累積補助基数を

7，000基以上にする。 

市内の合併処理浄化槽の累積補助基数

を6，600基以上にする。 

市内の合併処理浄化槽の累積補助基数

を7，000基以上にする。 

環境方針基本理念

著しい環境側面 
生活環境課 

 基
本
計
画 

職員のノーカーデーを年４回実施する。 職員のノーカーデーを年３回実施す

る。 

職員のノーカーデーを年４回実施す

る。 

環境方針基本理念

著しい環境側面 

人事課 



③環境マネジメントプログラム（環境目的・目標を達成するための手段、日程、責任者を定めた計画表をいいます。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４） 平成１５年度鈴鹿市環境マネジメントシステムの実績 

 ＩＳＯ１４００１に基づく環境マネジメントシステムの平成１５年度分の実績を報告します。 

 

 平成13年度

比較 

平成13年度   

比較数値 
平成13年度実績値 平成15年度実績値 

電気使用量 
本庁舎、水道庁舎、消防庁舎、

保健センター、図書館、考古

博物館、22 地区市民センタ

ー外 

7.8％削減 ▲365，544.0kWh 5，070，754.0 kWh 4，705，210.0 kWh

冷暖房用燃料 重油 ▲2，750.0L 重油 32，850.0L 重油 30，100.0L

西館、分館第２、分館第４ 

1.5％削減

（重油、灯

油合算） 灯油 △1，900.0L 灯油 24，500.0L 灯油 26，400.0L

公用車燃料 
ガソリ

ン 
▲4，342.7L ガソリン 133，867.7L ガソリン 129，525.0L

本庁舎、水道庁舎、消防庁舎、

保健センター、図書館、考古

博物館、22 地区市民センタ

ー外 

2.5％削減 

（ｶﾞｿﾘﾝ、軽

油合算） 
軽油 △723.7L 軽油 12，346.6L 軽油 13，070.3L

紙購入量 

本庁舎、水道庁舎、消防庁舎、

保健センター、図書館、考古

博物館、22 地区市民センタ

ー外 

9.9％削減 
▲943，0800枚

（約377箱分）
10，495，330枚 9，552，250枚

 

 
 

総廃棄物量(Ａ) 
資源化される廃棄物（Ｂ）

（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみを含む。） 

再資源化率 

（(Ｂ)／（Ａ）） 

廃棄物量の把握  
 

本庁舎、水道庁舎、消防庁舎、

保健センター、図書館、考古

博物館、22 地区市民センタ

ー外 

 78，129.0㎏ 34，124.6㎏ ４３．６８％

 

総廃棄物量（Ａ） 

もやせるごみ・もやせないごみ・シュレッダーごみ・プラスチックごみ・あきびん・

あきかん・ペットボトル・新聞・雑誌（コピー用紙等含む。）・ダンボールに分類した

廃棄物を累計した量 

資源化される廃棄物

（Ｂ） 

再利用・再生される（べき）廃棄物であるプラスチックごみ・あきびん・あきかん・

ペットボトル・新聞・雑誌（コピー用紙等含む。）・ダンボールを累計した量 

 

 



（６） 平成１５年度環境目標（数値化）に対する状況 

  ★ 目標は達成できました                                        ★ 目標は達成できました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ★ 目標は達成できました                                       ★ 目標は達成できました

電気使用量

4,000,000.0

4,200,000.0

4,400,000.0

4,600,000.0

4,800,000.0

5,000,000.0

5,200,000.0

電気使用量 5,070,754.0 4,705,210.0 

１３年度（ｋｗｈ） １５年度（ｋｗｈ）

冷暖房用燃料使用量

48,000.0

52,000.0

56,000.0

60,000.0

64,000.0

68,000.0

72,000.0

冷暖房用燃料使用量 57,350.0 67,330.0 56,500.0 

１３年度（L） １４年度（L） １５年度（L）

紙購入量

8,000,000

8,500,000

9,000,000

9,500,000

10,000,000

10,500,000

11,000,000

紙購入量 10,495,330 9,552,250 

１３年度（枚） １５年度（枚）

目標：１％削減 結果：９．９％削減
公用車燃料使用量

120,000.0

125,000.0

130,000.0

135,000.0

140,000.0

145,000.0

150,000.0

公用車燃料使用量 146,214.3 142,595.4 

１３年度（L） １５年度（L）

目標：１．３％削減 結果：２．５％削減 

結果：１．５％削減 目標：2．7％増加目標：レベル維持 結果：７．８％削減 



電気使用量については、庁舎等の電気使用量を平成13年度レベルに維持するという目標を設定し、取組みを行ってき

ましたが、結果は平成13年度より7.8％の削減となりました。 

大幅な削減原因としては、冷夏暖冬によるエアコン使用の減少などが考えられます。 

冷暖房用燃料については、冷暖房用燃料使用量の削減活動を推進し、冷暖房用に使用する燃料使用量を平成13年度比

2．7％増加に留めるとの目標を設定し、取り組みを行ってきましたが、結果は平成13年度より1.5％の削減となりまし

た。 

大幅な削減原因としては、冷夏暖冬により例年より長期間、庁舎空調設備の稼動停止が実施できたことなどが考えら

れます。 

公用車燃料については、公用車の燃料使用量の削減活動を推進し、公用車に使用する燃料使用量を平成13年度比1.3％

削減するいう目標を設定し、取組みを行ってきましたが、結果は、2.5％の削減となりました。 

紙購入量については、紙の購入量の削減活動を推進し、紙の購入量を平成13年度比１％削減するという目標を設定し

取組みを行ってきましたが、結果は、9．9％の削減となりました。 

大幅な削減原因としては、庁内LANの導入による印刷配布物の減少などが考えられます。 

 


