
第１章 しあわせ環境基本計画実行計画 

 第 1 節 鈴鹿市しあわせ環境基本計画 

鈴鹿市では、平成 11 年 6 月に施行した「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」に基づき、快適

な環境を確保する取組みを総合的かつ計画的に推進していくための「鈴鹿市しあわせ環境

基本計画」を平成 13 年 3 月に策定しました。 

   この基本計画では、『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』という目標環境像と、この目標環境像を実現するための 5 つの分野別目標を設定し、

これを具現化するため、行政、市民、事業者が協働して行う施策の取組みを示しています。 

なお、計画の実効性を確保するため、第 4 次鈴鹿市総合計画との連携を考慮し、平成 9

年度を基準年度として、目標年度を平成 22 年度（2010 年）としています。ただし、地球

環境問題等、長期的視点が必要な分野もあるため、21 世紀半ばをも展望するものとしてい

ます。 

   ○分野別目標 

Ⅰ 豊かな自然を守り慈しみ身近な自然にふれる 

Ⅱ 安全な環境のもとで元気に暮らす 

Ⅲ 歴史・文化を守り、歩いて安心・快適な環境をつくる 

Ⅳ 資源を大切にし、循環に配慮した暮らしをする 

Ⅴ みんなで話し合い環境づくりに取り組む 

 

第 2 節 鈴鹿市しあわせ環境基本計画 実行計画 

「鈴鹿市しあわせ環境基本計画」に示された施策を推進していくための具体的な実践行

動を示した「鈴鹿市しあわせ環境基本計画 実行計画」を平成 14 年 3 月に策定し、平成

14 年 4 月から実行計画の実現に向けた取組みを行っています。 

 

第 3 節 鈴鹿市しあわせ環境基本計画 実行計画の進行管理 

 実行計画の進行管理については、計画時の「第 7 章 計画の進行管理」にその方法等に

ついて記載していますが、より効果的、継続的に環境関連施策を意識付け、推進させるこ

とができないかと考え、平成 15 年 1 月のＩＳＯ14001 の認証取得を機に、実行計画施策を

『環境に有益な影響を与える可能性のある要素』と考えることにより、環境マネジメント

システムによる進行管理ができないかを検討いたしました。 

その結果、各担当所属自らがＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行う方法に改めること

とし、平成 16 年度から実行計画の一部の施策で環境マネジメントシステムによる進行管理

を開始させ、平成 17 年度から全ての施策を行う予定といたしました。 

 環境マネジメントシステムによる進行管理の概要は、次のとおりです。 

 

 

 

 



鈴鹿市しあわせ環境基本計画実行計画進行管理 

 
環境基本法 第３６条  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO14001 規格に基づく鈴鹿市環境マネジメントシステムにより進行管理 

施策実行 

鈴鹿市しあわせ環境基本計画実行計画施策（環境保全事業） 進行管理 

ＰＬＡＮ 

・『環境側面洗い出しシート（環境保全事業用）』の作成

・『部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表

の「実施計画欄（Ｐ）」』の作成 

ＤＯ 
・『部門別環境保全事業マネジメントプロ

グラム管理表の「実施計画欄（Ｐ）」』

に基づく施策の実行 

ＣＨＥＣＫ 
・『部門別環境保全事業マネジメントプログラム管

理表の「実施結果欄（Ｄ・Ｃ・Ａ）」』の作成 

ＡＣＴＩＯＮ 
・『部門別環境保全事業マネジメントプロ

グラム管理表』による点検結果の次年

度ＰＬＡＮへの反映 

鈴鹿市しあわせ環境基本計画 実行計画策定（平成１４年３月）

鈴鹿市しあわせ環境基本計画策定（平成１３年３月） 

鈴鹿市しあわせ環境基本条例 第８条 



 
鈴鹿市環境マネジメントシステムによるＰＤＣＡサイクル 

 
 
 
 
ＰＬＡＮ （１）

１ 『環境側面洗い出しシート（環境保全事業用）』の作成 
◎ 環境に有益な環境側面（環境保全事業）の洗い出し 
◎ 環境保全事業の中期的ＰＬＡＮの検討 
◎ 環境保全事業の優先順位の検討 
◎ 環境保全事業の継続的見直しの実施 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『環境側面洗い出しシート（環境保全事業）』とは 
鈴鹿市では、「鈴鹿市しあわせ環境基本計画実行計画」に基づき環境関連施策を

計画的に進めていくこととしています。そこで、「鈴鹿市しあわせ環境基本計画実

行計画」に掲げられた環境保全に資する事業（以下「環境保全事業」という。）を

鈴鹿市環境マネジメントシステムにおける「環境に有益な環境側面（鈴鹿市が環

境に有益な影響を与える活動或いはサービスの要素）」と考えることとします。そ

の上で、『環境側面洗い出しシート（環境保全事業）』により、毎年、所属ごとに

環境保全事業を整理し、本年度はどの事業を取り組んでいくのかを明らかにしま

す。（これを環境保全事業における環境側面の洗い出しと言います。） 
 また、この『環境側面洗い出しシート（環境保全事業）』において、各環境保全

事業の実施に係る中期的な計画を立て、その優先順位をつけるとともに、その実

行開始時期等についても明らかにします。 
 さらに、この『環境側面洗い出しシート（環境保全事業）』を毎年作成すること

により、新たな環境保全事業を柔軟に進行管理へ取り入れ、また、新たな環境保

全事業への移行等により必要性の薄れた環境保全事業の中止、見直しなどを行い、

常に環境保全事業の 新化、 良化を図ります。 

 



 

 
 

 
 
ＰＬＡＮ （２）

２ 部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表の『実施計画欄（Ｐ）』の作成 
◎ 環境保全事業における責任者の設定 
◎ 環境保全事業の具体的手段（施策詳細）の設定 
◎ 環境保全事業の年度内実施スケジュールの設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表の『実施計画欄（Ｐ）』とは 
 
部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表の『実施計画欄（Ｐ）』は、『環境側面洗い

出しシート（環境保全事業）』において本年度に実施を行うとした全ての環境保全事業について、

実施年度内の責任者、具体的手段の詳細及び実施スケジュールを明確にさせるために作成します。

 あらかじめ、各施策担当者において、いつごろなにをするのかといった施策のスケジュール等

を具体的に設定することにより、施策の計画的な実行に努めます。 

 
 
 



 
 
 
ＤＯ 

３ 部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表の『実施計画欄（Ｐ）』に基づく環境保全事

業の実行 
 ◎ ＰＬＡＮに基づく環境保全事業の実行 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施策の実行における留意点 
 
 部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表の『実施計画欄（Ｐ）』により立てた計画（プ

ラン）に基づき、実際に事務事業を行います（ﾄﾞｳ）。 
 結果的に計画（プラン）どおりに実施がされなかったとしてもそのこと自体は問題ではありま

せんが、年度末になって理由も原因もなく、「なんとなくできなかった」といったということでは、

せっかく立てた計画（プラン）の意味がありません。できなかったということであれば、できな

かった理由や原因は明確にしておきます。 

 
 
 
ＣＨＥＣＫ ～ ＡＣＴＩＯＮ 

４ 部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表の『実施結果欄（Ｄ・Ｃ・Ａ）』の作成 
◎ ＰＬＡＮに対する点検 
◎ 実施施策の点検 
◎ 問題点の洗い出し 
◎ 見直し案の検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表の『実施結果欄（Ｄ・Ｃ・Ａ）』

とは 
 
部門別環境保全事業マネジメントプログラム管理表の『実施結果欄（Ｄ・Ｃ・Ａ）』は、『実施計

画欄（Ｐ）』の計画に基づき、実際に実施した環境保全事業の実行内容を記載するとともに、その内

容を自ら点検（チェック）し、問題点や見直し案の検討を行うため作成します。また、その点検内

容について、所属長等においても確認し、評価を行います。 
継続事業の場合など、この『実施結果欄（Ｄ・Ｃ・Ａ）』の作成により、点検した事項を踏まえた

次年度の計画を立てることが可能となり、事業内容の継続的な見直しに役立てることができます。 



 

 
 
第4節 鈴鹿市しあわせ環境基本計画 実行計画の取組み 

鈴鹿市が「鈴鹿市しあわせ環境基本計画 実行計画」に基づき、平成16年度に取組みを行った実践行動

の内、主なものを下記に示します。 

 

分野別目標Ⅰ 豊かな自然を守り慈しみ身近な自然にふれる 

【実践行動の内容】 

   ・里山の動植物の生息環境調査【環境政策課】 

鈴鹿市の自然調査の一環として、里山環境の哺乳類、爬虫類、両生類、鳥類、汽水・淡水魚類、昆

虫類、クモ類、植物、蘚苔類、きのこ、地形・地質について現地調査、既存資料・文献資料調査を実

施。 

・海岸の松の植栽事業【環境政策課】 

白子小学校、鼓ヶ浦小学校、鼓ヶ浦中学校、鈴鹿西プロバスクラブ及び鈴鹿ベイロータリークラブ

との協働による、鼓ヶ浦海岸への松の苗木の植樹。 

・鈴鹿市の自然検討委員会の設置・開催【環境政策課】 

鈴鹿市の自然検討委員会を設置し、生物指標や鈴鹿市の自然の調査結果をまとめた刊行物の体裁や

執筆要領等について協議。（委員会開催5回） 

・自然観察会等の支援【環境政策課】 

  クモ類、昆虫類（昼間・夜間調査、鼓ヶ浦小学校総合学習）、鳥類、きのこ、かたつむりについて、

市民の方々と専門講師とともに調査観察会を実施。（延べ参加市民228名） 



 
・金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進委員会及び調査会の実施【文化課】 

  植物群落の保護増殖に関し委員会 4 回を開催し、井戸の掘削等について協議するとともに、草刈・

樹木の伐採等の管理保護を実施。 

   ・市内天然記念物の現状調査【文化課】 

     「川俣神社のスダジイ」「長太の大クス」「京新田のキリシマ」「西ノ城戸のヒイラギ」「国府町のアイ

ナシ」について樹木医、文化財調査委員等による樹木診断調査を実施。 

   ・庄内・上野環境林の間伐の実施【農林水産課】 

     森林環境創造事業（森林ゾーニングにより環境林に区分された森林のうち、公益的機能が低下する恐

れのある森林を、森林所有者から20年間の管理委託を受けた森林組合が、公的資金により継続的に森

林を整備することにより、針葉樹・広葉樹が混在して公益的機能が高度に発揮できるような多様な森林

を創ることを目的とする補助事業）により、間伐・下刈（18.99ha）の実施、多様な樹木の植栽（2,000

本）や歩道開設（1,000m）等の環境林整備を実施。 

   ・透水性舗装の施工【道路整備課・下水建設課】 

     住吉道伯線（延長132.1ｍ 幅員2.7～3.5ｍ）・下水道工事等公共工事における透水性舗装の実施。

（約100㎡） 

   ・海のみえる岸岡山緑地の整備【市街地整備課】 

海のみえる岸岡山緑地北側進入路横における遊具等、休息設備の整備。 

   ・旭が丘小学校全面改築における雨水利用【教育総務課】 

貯留雨水をトイレ洗浄水として利用する設計の採用。 

   ・夏休み親子水道教室の開催【水道総務課】 

水道の仕組み説明及び施設見学による家庭における節水等の啓発。（8月4日） 

 

分野別目標Ⅱ 安全な環境のもとで元気に暮らす 

【実践行動の内容】 

 ・公害防止協定の締結【環境政策課】（詳細については別掲。） 

   新規開発事業申請時に協定の締結を依頼。（1事業所締結。4事業所協議。） 

・合併処理浄化槽設置費補助【環境政策課】 

公共用水域の水質汚濁の防止を目的に合併浄化槽設置費用を補助。（平成16年度補助基数 516基） 

・ＥＭ活性液の配布【環境政策課】 

公共用水域の水質改善に取り組む市民やボランティア団体等へＥＭ活性液を無料配布。（1,820 件／

8,093ℓ ） 

 ・水質・大気悪臭・ダイオキシン・土壌調査の実施【環境政策課】（詳細については別掲。） 

   市内の河川・工場排水・ゴルフ場排水の水質調査を実施。 

 市内の一般大気調査及び事業所の特定悪臭物質測定を実施。 

   市内の河川、大気等のダイオキシン類調査を実施。 

   市内の公園等の土壌調査を実施。 

 ・くらしのマナー啓発【環境政策課】 

   公募市民によるワークショップでくらしのマナーに関する広報啓発記事について検討。 



 
  （4～3月 計13回開催） 

   ・犬のふん害防止【環境政策課】 

自治会に対して犬のふん害防止看板を配布（約1,750枚）及び広報による啓発を実施。 

 ・職員ノーカーデーの実施【人事課／職員】 

112部署において年3回ノーカーデーを実施。（1,025人） 

 ・野外焼却禁止の指導【廃棄物対策課・環境政策課】 

   苦情等連絡に対応し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の趣旨説明及び適正処理指導を実施。（約

140件） 

   ・コミュニティバスの拡充 

     Ｃ－ＢＵＳの実証運行（椿・平田線 26便／日 庄内・神戸線 15便／日）。 

     Ｃ－ＢＵＳのサービスが受けにくい西部地域の公共交通空白地域におけるフィーダー交通の導入。

（鈴鹿Ｉ.Ｃ．北部循環線 9便／日 広瀬・上田線 15便／日） 

     南部地域における移動手段の確保及び車からの利用転換を図るため、Ｃ－ＢＵＳの運行システムを構

築。（平成17年秋頃導入予定） 

・有用微生物活用による畜産悪臭対策への支援【農林水産課】 

     畜産による悪臭防止を図るため、有用微生物（ＥＭ）等の散布及び配合飼料への活用などの実証を実

施。 

   ・お茶の減肥栽培による実証事業【農林水産課】 

     茶の機能性（緩効性）肥料実証圃場を設置し、従来施肥量圃場との比較分析等を行い、効果的な施肥

方法の検討し、結果等の報告を実施。 

   ・道路の横断側溝等の段差解消【道路整備課】 

     地元要望により136件を実施。その他設計段階での横断側溝の極力排除等を行うとともに、ゴム付き

のノイズレス側溝蓋の使用により騒音対策を実施。 

   ・歩道新規設置工事【市街地整備課】 

     都市計画道路「竪町十日市線外１線」（37.7ｍ） 

   ・関連公共下水道事業（汚水）管渠整備事業の実施【下水建設課】 

     平成16年度整備面積 約52ha 総整備面積約1,303.2ha 普及率34％ 

 

 

分野別目標Ⅲ 歴史・文化を守り、歩いて安心・快適な環境をつくる 

【実践行動の内容】 

・伝統産業イベントへの補助【産業政策課】 

鈴鹿墨展（7月17日～19日）、伊勢型紙まつり（7月24･25日）への補助支援。 

・すずかフェスティバル、鈴鹿バルーンフェスティバル等イベントの開催支援【商業観光課】 

  実行委員会への参加及び補助支援。 

・商店街等活性化促進事業【商業観光課】 

  商店街等が実施する振興事業、商店街が設置する共同施設設置に対する補助支援。 

・交通安全施設の整備【道路保全課】 



 
  新設：道路反射鏡（137 基）、防護柵（830.9ｍ）、区画線（5,915.8ｍ）、道路照明灯（37 基）、視線

誘導票（149本）、標示板（131基） 

  修繕：道路反射鏡（198基）、防護柵（1,100.5ｍ）、区画線（10,935.1ｍ）、視線誘導票（35本）、標

示板（15基） 

・交差点改良【道路保全課】 

  長太新町二丁目245号線、河田173号線、野辺一丁目113号線、安塚165号線、柳池田線、石薬師

62号線 

・歩道整備【道路保全課】 

  国府182号線（650ｍ）、寺家磯山線（228ｍ）、神戸一丁目69号線（143.9ｍ）、花川西能褒野線（970

ｍ）、一ノ宮121号線（78.5ｍ）、上田158号線（39ｍ）、三日市南一丁目91号線（160ｍ）、南玉垣254

号線（88ｍ）、屋敷中土居線外1線（8.1ｍ）、長澤177号線外3線（16.3ｍ）、高岡台四丁目404号線・

玉垣若松線・南玉垣269号線（横断歩道新設） 

・景観啓発印刷物の発行【都市計画課】 

  「わがまち鈴鹿の景観通信」創刊号（67,905部）を広報すずかに折込配布。 

・景観ホームページの作成【都市計画課】 

  市ホームページへの景観形成のページを公開。（4月1日～） 

・景観イベントの開催【都市計画課】 

  「わたしの好きな鈴鹿の景観絵画展」（10月1日～3日） 

・「まちなみ」景観に配慮した取組み【市街地整備課】 

都市計画道路「竪町十日市線外１線」における宿場町の街並みをイメージした車道及び歩道舗装（神

戸二丁目地内 37.7ｍ） 

・「緑の基本計画」の策定【市街地整備課】 

  緑の基本計画策定委員会及び庁内部会の開催。（各4回） 

・公園美化ボランティアの募集【市街地整備課】 

  公園の花の植え替え等、花壇管理を実施。（2団体・3回） 

 

 

分野別目標Ⅳ 資源を大切にし、循環に配慮した暮らしをする 

【実践行動の内容】 

・新エネルギービジョンの策定【環境政策課】 

  エネルギー使用実態調査結果や鈴鹿市の地域に応じた新エネルギーの活用方法等について検討した

新エネルギービジョンを策定。（学識経験者等による新エネルギービジョン策定委員会を４回開催。） 

・太陽光発電システム設置費補助【環境政策課】 

環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの導入促進及び普及啓発を図ることを目的に住宅用太陽

光発電システム設置費用を補助。（33件） 

・公共施設への省エネ照明器具の採用【管財営繕課】 

  市内小・中学校等10工事箇所においてHf蛍光灯照明器具（371個）の取り付けを実施。 

・新庁舎への太陽光発電設備の設置【庁舎建設室】 



 
  新庁舎市民ロビーの屋根に30kwの太陽光発電システムを導入。 

・ごみ減量推進店制度の推進【廃棄物対策課】 

ごみ減量推進店（事業所・グループ）認定制度による廃棄物抑制及び適正処理の奨励。現認定数事

業所29・推進店18・グループ5（16年度実績 ごみ減量推進店1・ごみ減量推進グループ2追加登録） 

・おもちゃ病院の開催【廃棄物対策課】 

  ごみ減量化と大切に使う心を育むため、公募市民のおもちゃドクターによるおもちゃの無料修理を

実施。（年4回／259件）なお、おもちゃ病院は11月からボランティア団体「トイなおす」として独立

活動を開始しています。 

・廃棄物関係イベントの開催【廃棄物対策課】 

  クリーンシティすずか（6月6日）・ごみとリサイクルを考えるポスター展（10月8日～10月10日）

リサイクルフェア2004（11月21日）を開催。 

   ・ごみの分別・排出抑制説明会の実施【廃棄物対策課】 

     外国人就労者（4回）や自治会などを対象に、ごみの分別方法や排出抑制に関する説明会を開催。 

   ・資源ごみ集団回収の促進【廃棄物対策課】 

     資源として生かせる家庭ごみの集団回収を行う市登録団体への奨励金の交付。（390件） 

   ・家庭用生ごみ処理機の助成事業【廃棄物対策課】 

     家庭におけるリサイクルの促進として、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入者に対する助成金の交

付。（263件） 

   ・フリーマーケットの開催支援【廃棄物対策課】 

     フリーマーケット（リサイクル運動市民の会・中勢フリーマーケット協会）の後援。 

   ・不法投棄合同パトロール【廃棄物対策課】 

     毎月1回国土交通省、三重県、鈴鹿警察、市とで合同パトロール及びごみの撤去の実施。 

   ・エコタウンプランの策定【産業政策課・廃棄物対策課】 

 資源循環型経済社会の構築を目的として、住民・企業・行政が一体となって４Ｒ（リフューズ、リ

デュース、リユース、リサイクル）を推進する各種事業展開の方針となる鈴鹿エコタウンプランを県

とともに策定し、経済産業省及び環境省の承認を得た。（10月29日） 

   ・エコタウン事業の推進【産業政策課】 

 自動車工場の塗装工程からの排出汚泥に小学校等の給食残さ、農業廃棄物である籾殻を混合するこ

とにより汚泥発酵肥料を製造し、鈴鹿市特産の緑化木農家を中心に販売事業をめざす。 

   ・構造改革特別区域計画の推進【産業政策課】 

 県とともに「燃料電池を核とした産学官連携ものづくり特区」を申請し、国の認定を受けた。（6 月

21 日）家庭用燃料電池の設置や工業団地の賃貸事業などにおける規制の特例処置を行うことで、燃料

電池技術を中心とした新エネルギーの普及促進や関連機器の技術開発、商品化などの産業集積を図り、

新たな産業分野の創造、育成を促進する。また、市内3箇所において燃料電池の実証試験を開始。 

   ・ソーラー式公園灯設置事業【市街地整備課】 

 避難地指定の25公園にソーラー式公園灯を設置 

 

 



 

分野別目標Ⅴ みんなで話し合い環境づくりに取り組む 

【実践行動の内容】 

  ・環境マネジメントシステムの継続維持【環境政策課／職員】（結果等については別掲。） 

    ISO14001規格に基づく鈴鹿市環境マネジメントシステムの運用による環境負荷の削減。 

  ・燃料電池自動車啓発イベント【産業政策課・環境政策課】 

    環境省所有の燃料電池自動車（ホンダＦＣＶ）を借用し、市内各所での展示又は試乗会を実施。 

   （7月30日～8月9日） 

  ・環境イベントへの参加【環境政策課】 

    鈴鹿市・亀山市・関町の環境関連活動団体が実行委員会となっているイベント（「夏の鈴鹿川体験（8

月22日）」「鈴鹿川流域の環境展（1月22･23日）」への出展。 

  ・出前講座の実施【環境政策課】 

    市内の高校、小学校での水環境や空気・水・ごみに関する講座を実施。（7･11月）また、こどもエコ

クラブへ講師派遣を行った。(12月) 

  ・こどもエコクラブだよりの作成【環境政策課】 

    各クラブ相互の活性化を行うため、各クラブの活動紹介等を行う広報誌を作成し、会員及び代表サポ

ーターへ配布。（5･8･10･3月） 

  ・こどもエコクラブ県内交流会への参加【環境政策課】 

    こどもエコクラブ県内交流会ｉｎ上野（10月23日）へ市内の3クラブが参加し、活動発表や体験学

習を実施。 

  ・こどもエコクラブ市内交流会の実施【環境政策課】 

    活動発表の場として「すずかこどもエコクラブフェスタ」を開催。（2月19日／35名参加） 

  ・庁内電子決裁システムの試行【市政情報課】 

    ペーパーレス化の推進のため、電子決裁システムの試行を開始。（16年度実績 1.18％） 

  ・まちづくり講演会の開催【地域課】 

    演題：まちづくりと市民活動～住民自治を考える（11月19日） 

  ・まちづくり土曜講座【地域課】 

    講演とミニワークショップの開催。（2月19日・3月5日） 

  ・まちづくり活動事業費補助金の交付【地域課】 

まちづくり活動事業費補助金による地域のまちづくり活動への支援。（3団体） 

  ・学校環境デーにあわせた環境学習の取組み【指導課】 

 

 

 



 

 


