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環 境 方 針 

 

基本理念 

  地球温暖化をはじめとする今日の環境問題の多くは、私たちの日常生活や通常の事業

活動に大きく関わっており、その影響は、地域のみならず地球規模にまで及んでいます。 

  網走市は、これらの環境問題に対応するため、環境基本条例や環境基本計画に基づき、

行政主体として様々な環境施策を展開していますが、同時に、市自らが率先して環境負

荷の低減に取り組んでいく必要があります。 

  そこで、市の事務事業に伴う環境負荷を低減するため、環境マネジメントシステムを

運用することにより、環境関係法令等を遵守するとともに、環境目標を定め、環境配慮

活動を実施し、定期的に点検を行うことによりシステムを見直し、継続的に改善してい

きます。 

 

基本方針 

  網走市は、継続的な環境の保全と改善に向け、次の取り組みを行います。 

 （１）環境マネジメントシステムの運用と継続的改善を通じて、環境への負荷の低減及

び環境の保全と創造の推進に努めます。 

（２）事務事業による環境負荷の低減を図るため、下記の項目について、重点的に取り

組みます。 

  ア 省資源・省エネルギーの推進 

    電気使用量及び用紙使用量の削減、省資源・省エネルギーを推進します。 

  イ 廃棄物削減の推進 

    廃棄物の減量及びリサイクルを推進します。 

  ウ 地域・地球環境の保全 

    環境保全及び環境改善に関する施策を推進します。 

（３）環境方針及び環境マネジメントシステムの取り組みの成果は、市民にわかりやす

く公表します。 

 

 

平成２９年４月１日 

網走市長  水 谷 洋 一  



 

１．策定の目的 

  「網走市環境マネジメントシステム」運用マニュアルは、環境方針に基づき、本市の

環境への影響を管理する環境マネジメントシステムを確立し、適切かつ効果的に運用

することにより、本市の事務事業の実施に伴う環境への負荷を低減することを目的と

する。 

 

 

２．基本事項 

 2.1 環境方針 

本市の環境保全に係る取り組みに関する方針として、基本理念及び基本方針からな

る環境方針を定め、市の内外へ公表する 

 

 （1）環境方針の策定 

環境管理総括者は、次に掲げる事項を勘案して、環境方針を決定する 

① 網走市役所の事務・事業活動の性質及び環境影響に対して適切であること 

② 継続的改善及び汚染の予防に関する約束を含むこと 

③ 関連する環境の法規制及び本市が同意するその他の要求事項を巡視する約束

を含むこと 

④ 環境目標を設定し、見直す枠組みを与えること 

⑤ 文書化され、実行され、維持されること 

⑥ 環境マネジメントシステムの適用を受ける全職員に周知されること 

⑦ 一般の人が入手可能であること 

（2）環境方針の見直し・改正 

環境方針は、本市を取り巻く環境の状況及び課題等を踏まえ、環境管理総括者が

必要と認める場合に改正する 

 （3）環境方針の周知及び公開 

    ① 環境管理責任者は、環境方針が制定又は改正された場合には、文書又は庁内Ｌ

ＡＮにより、環境方針を全職員に周知する 

    ② 環境方針は、これを記載した文書、広報誌及びホームページ等により、一般の

人が入手できるようにする 

 

 

 



 

 2.2 「網走市環境マネジメントシステム」の目的 

本システムは、環境への負荷の軽減を図るため、職員自らが日常の活動において、

環境への負荷を認識し、環境保全活動を継続的に取り組んでいくとともに、網走市役

所地球温暖化対策実行計画に定める温室効果ガス排出量の削減目標を達成することを

目的とする。 

 

 2.3 適用範囲 

本システムは、下記「適用組織、施設、人的範囲」において、本市の組織が行う事

務事業に適用する 

 

   （1）組織の範囲 

  ① 企画総務部 

企画調整課、情報政策課、総務防災課、職員課、財政課、税務課 

      ② 市民環境部 

        市民活動推進課、戸籍保険課、生活環境課 

      ③ 健康福祉部 

        社会福祉課、介護福祉課、子育て支援課、健康推進課 

      ④ 農林水産部 

        農林課、水産漁港課 

      ⑤ 観光商工部 

        観光課、商工労働課 

      ⑥ 建設港湾部 

        建築課、都市整備課、都市管理課、港湾課 

      ⑧ 水道部 

   営業経営課、上水道課、下水道課 

 ⑨ 学校教育部 

   学校教育課 

 ⑩ 社会教育部 

   社会教育課、スポーツ課、美術館、図書館、博物館 

 ⑪ 会計課 

 ⑫ 議会事務局 

 ⑬ 農業委員会 

 ⑭ 選挙管理委員会 

 ⑮ 監査事務局 

 

 

 



環境管理総括者 

（市長） 

環境管理責任者 

（市民環境部長） 

環境活動責任者 

（各部長） 

環境活動推進員 

（各課長） 

各環境マネジメントシステム担当者

（各課担当者） 

  

  （2）施設の範囲 

      ① 市役所本庁舎 

      ② 市役所西庁舎 

      ③ 保健センター 

      ④ 水産科学センター 

      ⑤ オホーツク・文化交流センター（エコーセンター2000） 

      ⑥ 図書館 

      ⑦ 総合体育館 

      ⑧ 美術館 

      ⑨ 郷土博物館 

  （3）人的範囲 

      本市職員、臨時職員、嘱託職員 

 

 

３．組織及び役割 

3.1 推進組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境管理事務局 

事務局長：生活環境課長 

事務局 ：生活環境課環境対策係 



 

 3.2 推進組織の主な役割 

  （1） 環境管理総括者（市長） 

    ・環境方針の策定及び見直し 

    ・環境マネジメントシステムの見直しを行うこと 

    ・「網走市環境マネジメントシステム」運用マニュアルを承認すること 

  （2） 環境管理責任者（市民環境部長） 

・環境マネジメントシステムを確立し、実施及び維持すること 

・共通目標の設定、及びその目標の達成に係る実施内容の策定を行うこと 

・事務局（生活環境課環境対策係）から、定期的に環境マネジメントシステムの

点検・評価結果の報告を受け、環境目標との適合状況について評価すること 

・その他環境マネジメントシステムの確立、実施及び維持に関し必要な業務を行

うこと 

  （3） 環境活動責任者（各部長） 

・所属する部門（課等）において、環境マネジメントシステムを実施し、維持す

ること 

・所属する部門（課等）の環境活動推進員（各課長）に、適正な環境保全活動の

実行を指示すること 

・所属する部門（課等）の環境活動推進員（各課長）から、定期的に環境マネジ

メントシステムの点検・評価結果の報告を受け、環境目標との適合状況につい

て評価すること 

・その他、環境管理責任者（市民環境部長）の指示を受け、環境マネジメントシ

ステムの実施及び維持に関し必要な業務を行うこと 

  （4） 環境活動推進員（各課長） 

・所属する部門（課等）の環境マネジメントシステム担当者（各課担当者）から、

定期的に環境マネジメントシステムの点検・評価結果の報告を受け、これを取

りまとめ、環境活動責任者（各部長）に報告すること 

・所属する部門（課等）において、環境マネジメントシステムを実施及び維持す

るため、必要な事項の取りまとめ及び調整を行うこと 

・その他、所属する部門（課等）の環境活動責任者（各部長）の指示を受け、環

境マネジメントシステムの実施及び維持に関し必要な業務を行うこと 

  （5） 環境マネジメントシステム担当者（各課担当者） 

・所属する部門（課等）において、環境マネジメントシステムを実施し、維持す

ること 

・定期的に環境マネジメントシステムの点検・評価を行い、その結果を環境活動

推進員（各課長）に報告すること 

・環境マネジメントシステムの運用状況の記録を保管すること 

・その他、環境活動責任者（各部長）又は環境活動推進員（各課長）の指示を受

け、環境マネジメントシステムの実施及び維持に関し必要な業務を行うこと 

   



 

（6） 環境管理事務局（生活環境課環境対策係） 

・環境マネジメントシステムの確立、実施及び維持に関し、環境管理責任者（市

民環境部長）の業務を補佐すること 

・各種文書及び記録の作成、配布及び保管その他必要な業務を行うこと 

・各部門における環境マネジメントシステムの実施及び維持のため必要な支援及

び調整を行うこと 

 

 

４．環境目標 

 4.1 目標設定の対象 

本市の事務事業により環境に大きな影響を与える項目を「管理項目」として定め、環

境マネジメントシステムで環境目標を設定し管理する対象とする。 

 

 4.2 目標の設定 

（1）設定する目標の内容は、可能な限り数値目標を用い、達成状況が判定可能なものと

する。 

（2）事務局（生活環境課環境対策係）は、環境方針その他の環境施策との整合を図りな

がら、「管理項目」に係る全庁的な目標を年度当初に定め、環境管理責任者（市民環

境部長）の承認を得る。 

（3）環境活動推進員（各課長）は、目標について環境マネジメントシステム担当者（各

課担当者）及び職員等に周知し、課内の取り組みを推進、評価を行います。その結

果については、チェックシートに記録し、事務局（生活環境課環境対策係）が取り

まとめ、環境管理責任者（市民環境部長）が全体の評価を行います。 

 

 

５．管理項目 

 （１）省資源・省エネルギーの推進 

    ・電力 

    ・暖房燃料（灯油・Ａ重油） 

    ・液化石油（ＬＰ）ガス 

    ・車両燃料（ガソリン・軽油） 

    ・水道 

    ・プリンター用紙 

 （２）廃棄物の削減 

    ・一般廃棄物 

 



 （３）地域・地球環境の保全 

    ・通勤車両の自粛 

    ・環境にプラスとなる活動 

 

 

６．情報の収集・伝達 

 6.1 庁内における情報の周知及び伝達 

（1）庁内における環境マネジメントシステムに関する情報の周知及び伝達は、環境管

理責任者（市民環境部長）が事務局（生活環境課環境対策係）に指示し、文書又

は庁内ＬＡＮにより行う 

（2）環境活動推進員（各課長）は、伝達された情報について、各部門（課等）の職員

へ伝達する 

（3）環境マネジメントシステムの運用状況等に関する情報は、事務局長（生活環境課

長）が取りまとめ環境活動責任者（各部長）、環境管理責任者（各課長）に報告す

る 

 

 6.2 庁外への情報の公開 

環境マネジメントシステムの運用及び成果については、ホームページ等により公表

する。 

 

 

７．環境マネジメントシステム文書の種類 

  （１）「網走市環境マネジメントシステム」の運用マニュアル 

     環境マネジメントシステム全般について記述した基本文書で、システムの骨格

となる事項を定めたもの 

  （２）手順書 

   環境マネジメントシステムの運用にあたっての具体的な活動内容及び作業手順

等を定めたもの 

① 省エネ・省資源推進手順 

② 公用車両の効率的、経済的な利用の推進手順 

③ 通勤車両自粛推進手順 

（３）各様式 

     環境マネジメントシステム運用マニュアルに基づき、実施した内容を記録する

ために定めた様式 

【様式 1】通勤車両自粛実施状況入力シート 

【様式 2】通勤車両自粛実施状況及び、プリンター用紙使用枚数報告書 

【様式 3】公用車両使用状況チェックシート（車両用） 



【様式 4】公用車両使用状況チェックシート（部門用） 

【様式 5】プリンター用紙使用枚数チェックシート 

【様式 6】エネルギー使用量及び用紙、廃棄物関係チェックシート 

 

８．点検 

 （１）環境配慮活動の実践状況の確認（各部門） 

    環境活動推進員（各課長）は、「通勤車両自粛実施状況及び、プリンター使用枚数

報告書」により、実施状況を確認し、事務局へ報告します。 

    また、各部門（課等）で所管している公用車等がある場合は、「公用車両使用状況

チェックシート（部門用）」により、ガソリン・軽油の使用量や使用状況等を把握し、

事務局（生活環境課環境対策係）へ報告します。 

 （２）エネルギー使用量の確認（各施設） 

    施設を管理する環境活動推進員（各課長）は、「エネルギー使用量及び用紙、廃棄

物関係チェックシート」により施設のエネルギー使用状況を確認し、事務局（生活

環境課環境対策係）へ報告します。 

 

 

９．見直し 

  環境管理総括者（市長）は、システムの有効性を確認し、継続的改善を図るため、定

期的に見直しを行います。 

 

9.1 見直しの時期等 

   環境管理総括者（市長）は、毎年 3 月頃に、環境マネジメントシステムの見直しを

行います。 

   また、必要と認めたときは随時見直しを行います。 

 

9.2 環境管理総括者（市長）への報告 

   環境管理責任者（市民環境部長）は、環境への負荷の低減に係る環境目標の達成状

況等を環境管理総括者（市長）に報告します。 

 

 

１０．公表 

  環境管理総括者（市長）は、次の項目について、市民へ公表します。 

  （1）環境方針 

   （2）目標と環境への負荷の低減に係る環境目標の達成状況（年１回） 


