
第２章 ＩＳＯ１４００１における取組 

第１節 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５月     環境管理総括者（市長）の交代 

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１０月    内部環境監査の実施 

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）） 



               （出先施設の認証拡大） 

平成１６年４月     機構改革（市民部生活環境課から環境部環境政策課に変更） 

平成１６年１１月    内部環境監査の実施 

平成１６年１２月２１・２２日 ２年次サーベイランス（外部審査機関：㈱日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）） 

   平成１７年９・１０月  内部環境監査の実施 

   平成１７年１１月１７・１８日 更新審査（外部審査機関：（財）三重県環境保全事業団国際規格審査登録

センター（ＩＳＣ）） 

平成１８年１０月    内部環境監査の実施 

   平成１８年１１月１５・１６日 １年次サーベイランス（外部審査機関：（財）三重県環境保全事業団国際

規格審査登録センター（ＩＳＣ）） 

 

 

  認証取得時点でのＩＳＯ１４００１認証取得範囲 

   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 

   

  第１回サーベイランスでの追加認証取得範囲 

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、人権教育センター、消

防署（本署、南分署、北分署、西分署、東分署、鈴峰分署） 

 

  平成１８年度におけるＩＳＯ１４００１認証取得範囲 

鈴鹿市役所本庁舎（本館、分館第２、付属施設）、水道庁舎、消防本部、保健センター、図書館、考古博物

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

宮団地隣保館・一ノ宮団地児童センタ－、斎苑、勤労青少年ホーム、体育館・武道館、人権教育センター、

消防署(本署、南分署、北分署、西分署、東分署、鈴峰分署) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２節 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、 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。 



第３節 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とともに、自らができ得る環境保全活

動の一層の推進を図るため、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順守し、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１８年４月１日 

                        環境管理総括者 鈴鹿市長 川 岸  光 男 

 

 



② 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、責任者を定めた実施計画表をいいます。） 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



第４節 鈴鹿市環境マネジメントシステムの実績 

① 環境マネジメントシステム運用に係る使用量等の経過グラフ 

電気使用量（ｋｗ）

4,200,000.0

4,400,000.0

4,600,000.0

4,800,000.0

5,000,000.0

5,200,000.0

5,400,000.0

5,600,000.0

5,800,000.0

電気使用量 5,070,754.0 4,705,210.0 4,920,574.0 5,152,147.0 5,558,253.0 

平成１３年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１7年度 平成１８年度

電気使用量(平成１５・１６・１７・１８年度）（ｋｗ）

0.0

100,000.0

200,000.0
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500,000.0

600,000.0

700,000.0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月
１１
月
１２
月

１月 ２月 ３月

平成１５年度

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度

 

冷暖房燃料使用量（A重油・灯油）（Ｌ）

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

冷暖房燃料使用量 57,350.0 67,330.0 56,500.0 50,852.0 28,036.9 0.0 

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

 

 



冷暖房用燃料（都市ガス）使用量（ｍ
3
）

11,342.0

19,039.0

10,511.0

8,957.0

2,156.0
1,111.0

9,473.0

12,327.0

18,484.0

9,093.0

3,225.0
2,031.0

3,382.0

6,160.0
4,896.0

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

18,000.0

20,000.0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月
１１
月
１２
月 １月 ２月 ３月

平成１７年度

平成１８年度

公用車燃料使用量（Ｌ）

130,000.0

132,000.0

134,000.0

136,000.0

138,000.0

140,000.0

142,000.0

144,000.0

146,000.0

148,000.0

公用車燃料使用量 146,214.3 142,595.4 145,829.0 140,844.9 136,585.3 

平成１３年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１7年度 平成１８年度

 

紙購入量使用量（枚）

9,000,000.0

9,200,000.0

9,400,000.0

9,600,000.0

9,800,000.0

10,000,000.0

10,200,000.0

10,400,000.0

10,600,000.0

紙購入量使用量 10,495,330.0 9,552,250.0 9,899,500.0 9,923,500.0 9,565,000.0 

平成１３年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１7年度 平成１８年度

 



廃棄物排出量（㎏）

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

90,000.0

100,000.0

廃棄物総量 78,129.0 69,906.3 85,862.9 66,115.4 

再資源化量 34,124.6 31,797.5 38,186.4 27,994.7 

平成１５年度 平成１６年度 平成１7年度 平成１８年度

 

 

電気使用量については、平成 18年 1 月から新庁舎が稼働したことから、新たな基準値を測定する必要があ

りました。そのため、本庁舎における電気使用量の基礎的数値を把握するとともに、出先施設における

電気使用量を平成 13年度（一部平成 14 年度）比 1．3％削減するという目標を設定し、取組みを行いまし

た。その結果、平成 18年度の全体電気使用量は、13年度比で約 8.8％増加していることが判明しましたが、出

先施設の範囲においては、平成 13年度実績値 3,199,697.0Kwに対して、平成 18年度実績値は 3,098,285.1kw

で約 3.3％の削減となり、目標を達成しています。 

従来、削減目標を掲げ取組みを行ってきた冷暖房用燃料（重油及び灯油）については、新庁舎の完成に伴い

平成 18年度には使用が無くなっています。 

新庁舎では冷暖房用燃料として都市ガスを使用しており、この燃料についても新たな基準値を測定する必要

があることから、冷暖房用燃料（都市ガス）使用量の削減活動を推進するとともに、本庁舎における冷暖房燃

料使用量の基礎的数値の把握を行いました。その結果、平成 18年度実績値は 81,295㎥となっています。 

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 1.8％削減するという目標を設定し取組みを行った結果、7％の削減となり目標を達成しています。 

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 4％削減するという目標

を設定し取組みを行った結果、5.5％の削減となり目標を達成しています。 

廃棄物については、庁舎等から発生する廃棄物の減量及びリサイクル活動を推進し，資源化されない廃棄物

排出量を平成 15年度比 1％削減するとともに,廃棄物の再資源化率を 38％以上とするという目標を設定し取組

みを行った結果、廃棄物量は平成 15年度比約 18％削減、廃棄物の再資源化率も 42.3％という結果となり目標

を達成しています。 



②  内部環境監査の結果 

・内部環境監査実施時期  平成１８年１０月１０日から１０月１３日 

・内部環境監査実施部署  １２部局及び事務局 

部局 監査実施抽出所属 

企画財務部 秘書広報課，納税課，市民税課 

総務部 市政情報課，管財営繕課，契約調達課 

生活安全部 
市民課，人権政策課，男女共同参画課 

国府・庄野・加佐登・石薬師・白子・稲生地区市民センター 

文化振興部 スポーツ課，体育館・武道館，考古博物館 

保健福祉部 生活支援課，障害福祉課，子育て支援課 

産業振興部 産業政策課，勤労青少年ホーム，農林水産課 

土木部 土木総務課，道路整備課 

都市整備部 建築指導課，住宅課，下水建設課 
教育委員会事務局 教育総務課，学校教育課，指導課 

水道局 水道総務課，水源課 

消防本部・署 
消防総務課，消防課，予防課 

南分署，東分署 

 

・内部環境監査実施チーム １３チーム 

・不適合件数       ０件 

 

・観察事項（６件）の内容等 

※観察事項：不適合ではないが，内容が不十分なもの／将来不適合となる可能性があるため，改善する

ことが望ましい事項や状態 
 部 局 所 属 内 容 

１ 企画財務部 市民税課 

市民税課では，必要な研修の実施はされていたが，実施が９月であった。マ

ニュアルでは年度当初に実施することとなっており，もっと早期に実施する

ことが望ましい。 

２ 生活安全部 
石薬師地区市民セ

ンター 

石薬師地区市民センターにおいて，適用される環境関連法令等についてお伺

いしたところ，浄化槽法について回答いただけず，浄化槽の監督管理施設と

しての認識が薄いといった感じが伺えました。同センターは，過去において

浄化槽の点検に係る不適合があったこともあるため，再認識をお願いいたし

ました。 

内部環境監査における不適合
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件数 19 25 23 13 0

所属数 19 15 21 12 0

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１7年度 平成１８年度



３ 文化振興部 体育館 

体育館において「法的及びその他の要求事項評価表」の評価欄への確認日の

記載に不備がみられましたが，現場監査にて関係書類で記載漏れであること

を確認しました。 

４ 都市整備部 下水建設課 

下水建設課では，部門別環境マネジメントプログラム管理表による

（EMS4.5.1）の実施において，２ヶ月毎の進捗状況を確認してはいるものの，

管理表への記入漏れがありました。EMS では記録に残すことも要求されてい

ますので，今後記入漏れがないことを期待します。 

５ 水道局 水源課 

水源課では，必要な研修の実施及びこれからの研修計画はされていました

が，マニュアルでは年度当初に実施することになっており，早期に実施する

ことが望ましい。 

６ 消防本部 
消防課 

予防課 

消防課・予防課では，今年度から行っている環境保全活動関係の進捗状況の

報告がなされていませんでした。環境管理者の承認が必要ですので，２ヶ月

ごとの進捗状況承認の決裁に綴るよう指示しました。 

 

・推奨事項（１９件）の内容等 

 部 局 所 属 内 容 

１ 
企画財務部 

秘書広報課 

秘書広報課では，『広報すずか』は古紙100％を利用し作成している。また，

各取材において頻繁に撮影機会があり，ストロボの乾電池消費量も大きいと

ころから，充電式の電池パックを使用している。さらに，近場の取材時には，

極力，徒歩及び自転車で行くよう心がけている。 

２ 納税課 納税課では，催告書は古紙100％である。 

３ 総務部 市政情報課 

市政情報課では，環境保全事業において推進している電子決裁に関して，設

定した目標に対する細かい進捗を把握し，その達成に向けての効果的手段の

検討を積極的に行っており，評価できる。 

４ 

生活安全部 

人権政策課 

人権政策課では，チラシ用紙（写真入り）のＲ100用紙の使用，イベントで

のリサイクル製品の使用・その際，過剰包装をしないよう業者に周知徹底す

る等，運用管理において積極的な取り組みがなされていました。 

５ 
男女共同参画

課 

男女共同参画課では，環境方針のわかりやすい位置への掲示，充電式乾電池

の使用，業者弁当を食べる際に割り箸を断り自分の箸を使用する等，環境方

針の周知に配慮し，また運用管理においてリサイクル意識の高さが伺えまし

た。 

６ 
庄野地区市民

センター 

現場監査を行いました庄野地区市民センターでは，公民館活動を行う各部屋

の照明スイッチやエアコンスイッチ付近に，適正温度設定のお願い等省エネ

ルギー啓発の掲示をしており，外部の関係者へも協力を依頼するとともに，

市の取組みを周知しており，評価します。 

７ 
稲生地区市民

センター 

現場監査を行いました稲生地区市民センターでは，公民館活動を行う各部屋

においても環境方針を掲示して市の環境への取組みを積極的に公表してお

り，評価します。 

８ 文化振興部 スポーツ課 
スポーツ課ではイベント時のごみの持ち帰りに積極的に取り組む姿勢がみ

られました。 

９ 

文化振興部 

体育館 

体育館では，駐車場にアイドリングストップの看板を独自に作成して多数設

置，駐車場での待機者へも口頭で伝えるなど，積極的に取り組む姿勢がみら

れました。 

10 考古博物館 

考古博物館では，事務事業における環境側面を丁寧に洗い出していること及

び発掘の土を入れるため使用したビニール袋を繰り返し使用することなど

に，積極的な姿勢がみられました。 

11 

土木部 

土木部 
フロア－に設置されているごみ箱の分別表示がよりわかりやすく工夫され

ており評価できる。 

12 
土木総務課 

道路整備課 

両課ともに 20名を超える所属でありながら，記録の管理や事務局への定期

報告，また職員への伝達などが迅速かつ的確に実施されており評価できる。 

13 
消耗物品等の整理整頓が適切に行われ，無駄な物品購入の防止に繋がると思

われ，評価できる。 

14 道路整備課 
しあわせ環境基本計画に基づくノーカーデーだけでなく課独自でノーカー

デーを設け実施しているとのことで，積極的な取り組みが評価できる。 



15 都市整備部 住宅課 

住宅課では，教育訓練事項において独自の研修資料を作成していました。PC

画面で見やすいようにパワーポイントを使い，簡潔にまとめてあり課内職員

への周知が積極的であると評価しました。また，通知メールを使い，各人が

開封した記録も残してありました。更なる取組みを期待します。 

16 水道局 水道総務課 

水道総務課，水源課では，各種の法的点検結果や書類がきれいに整理されて

おり，速やかに提示がされていた。施設現場においても必要事項の提示がさ

れており，危機管理意識も高い。 

17 消防本部 

消防総務課 

消防課 

予防課 

消防総務課・消防課・予防課では事務室の掃除・ごみの管理などを当番制で

職員が行っており，全職員の環境意識は非常に高い。 

18 

消防署 

南分署 

南分署で，環境保全活動として取り上げている「毎月ノーカーデー」の実施

状況において，目標を上回る実施状況を確認した。積極的な活動として評価

できる。また，消防署の電気使用量を把握，管理している消防総務課から掲

示板等により伝達される情報（電気使用量の昨年度比較状況等）を分署職員

へ伝達するなど，活発な環境に対するコミュニケーションが図られており評

価できる。 

19 東分署 

東分署では，電気使用量の削減取組みとして，蛍光灯の抜き取りやエアコン

の稼動抑制を行っており，目標達成のために並々ならぬ活動努力を行ってお

ります。このことについては，安全面，健康面等にも配慮された上で実施い

ただくようにお願いしたところですが，積極的に環境負荷低減を行うという

姿勢を評価します。 

 
③ 法的及びその他の要求事項の順守評価の結果 

・順守評価時期  平成１８年５月３１日基準日 

・順守評価所属  ６４所属 

・順守評価件数  延べ約４６０件（評価した法令等数は重複。） 

・順守評価による不適合件数（環境関連法令等が守られていなかった事項） １件 

   

順守評価における不適合
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所属数 6 4 2 0 1

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１7年度 平成１８年度

 

・不適合事項（１件）の内容等 

 部 局 所 属 内 容 

１ 消防署 本署 

特別管理産業廃棄物（感染性産業廃棄物）の保管に係る特別管理産業廃棄物

管理責任者の未選任。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

（是正結果） 

平成 19年 2月 6日付けにて，特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を職員

２名が取得，当該２名を特別管理産業廃棄物管理責任者に選任。 

 



④ 環境マネジメントシステムの運用に伴う不適合の是正処置の状況 

・監視している使用量に係る不適合 

不適合
発生月 

所属名 不適合内容 是正処置計画書 是正処置報告書 年度末結果 

６月 体育館 
電気使用量が目標を３

ヶ月継続して未達成 
H18.7.14 H19.3.31 是正により目標達成 

６月 
箕田地区市民セ

ンター 

電気使用量が目標を３

ヶ月継続して未達成 
H18.9.25 H18.10.11 是正により目標達成 

１１月 考古博物館 
電気使用量が目標を３

ヶ月継続して未達成 
H18.12.12 H19.4.13 4.6%未達成 

 

⑤ 苦情を含む外部の利害関係者からの情報 

・利害関係者（市民や事業者等）からの環境マネジメントシステム又は著しい環境側面に関する苦情や意見等

の件数  ２件 

利害関係者からの苦情等

0 0 0
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0 0 0
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件数 0 0 0 1 2

所属数 0 0 0 1 2

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１7年度 平成１８年度

 

・外部の利害関係者からの情報の内容及びそれに対する対応 

 部 局 所 属 内 容 及び 対 応 

１ 生活安全部 
庄内地区市民

センター 

（内容）ＩＳＯの取組みで，それぞれのセンターに電気使用量の削減目標値

があり，それを達成するための努力は理解できるが，執務中(来客中)の消灯

は市民サービスの低下を招き，理解しかねる旨の電話があった。 

（対応）市民の方に不便や迷惑をかけてまで削減を行うことは取組みの本旨

ではない旨を説明し，所長に対しては，環境配慮の推進ととともに，市民サ

ービスの低下がないよう依頼しております。 

２ 事務局  

（内容／市政への提言による）１ 省エネルギーと環境の改善 

 新庁舎が建設され，業務スペースが広くなったため，いたるところで照明

器具の消し忘れがあり，夜間になると無駄な照明も多くあります。防犯灯は

必要だが，植え込み等の照明は不要だと思います。 鈴鹿市は環境施策とし

て，ISO14001を導入検討し，環境負荷の低減(特に電気使用量を削減)を考慮

して成果を上げるように検討するべきだと思いますがどのようにお考えで

すか。 

（対応）ISO14001は既に取得しており，照明については，日々の省エネルギ

ー活動と併せて人感センサーによる自動消灯機能や指定時間以後の消灯機

能等により，環境負荷の低減に努めている旨を文書回答しております。 

 


