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環境マニュアル2015年版対応改正の概要 

 

１ リーダーシップ及びコミットメント(第5.1章) 

市長及び部長会議は、次の(1)から(9)に掲げる事項を実施することにより、環境マネジメン

トシステムに関するリーダーシップ及びコミットメントを実証します。 

(1) 環境マネジメントシステムの有効性に説明責任を負います。 

(2) 環境方針及び環境目標を確立し、それらが飯田市役所の戦略的な方向性及び飯田市役所の

状況と両立することを確実にします。 

(3) 飯田市役所の事業プロセスへの環境マネジメントシステム要求事項の統合を確実にします。

(4) 環境マネジメントシステムに必要な資源が利用可能であることを確実にします。 

(5) 有効な環境マネジメント及び環境マネジメントシステム要求事項への適合の重要性を伝達

します。 

(6) 環境マネジメントシステムがその意図した成果を達成することを確実にします。 

(7) 環境マネジメントシステムの有効性に寄与するよう人々を指揮し、支援します。 

(8) 継続的改善を促進します。 

(9) その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう、管理

層の役割を支援します。 

 

２ 環境マニュアルの構成等 

・2015年版での新規要求事項への適合 

・2015年版の構成に合わせて項目の位置を入替え 

ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 

4 組織の状況 
4.1 組織及びその状況の理解 
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 
4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 
4.4 環境マネジメントシステム 

新規 
新規 
新規 
4.1 一般要求事項 
4.1 一般要求事項 

5 リーダーシップ 
5.1 リーダーシップ及びコミットメント 
5.2 環境方針 
5.3 組織の役割、責任及び権限 

新規 
新規 
4.2 環境方針 
4.4.1 資源、役割、責任及び権限 

6 計画 
6.1 リスク及び機会への取組み 
6.1.1 一般 
6.1.2 環境側面 
6.1.3 順守義務 
6.1.4 取組みの計画策定 
6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定 
6.2.1 環境目標 
6.2.2 環境目標を達成するための取組みの計画策定 

4.3 計画 
新規 
新規 
4.3.1 環境側面 
4.3.2 法的及びその他の要求事項 
新規 
4.3.3 目的、目標及び実施計画 
同上 
同上 

7 支援 
7.1 資源 
7.2 力量 
7.3 認識 
7.4 コミュニケーション 
7.4.1 一般 
7.4.2 内部コミュニケーション 
7.4.3 外部コミュニケーション 
7.5 文書化した情報 
7.5.1 一般 
7.5.2 作成及び更新 
7.5.3 文書化した情報の管理 

4.4 実施及び運用 
4.4.1 資源、役割、責任及び権限 
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 
同上 
4.4.3 コミュニケーション 
同上 
同上 
同上 
4.4.4 文書類 
同上 
4.4.5 文書管理、4.5.4 記録の管理 
同上 

8 運用 4.4 実施及び運用 
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8.1 運用の計画及び管理 
8.2 緊急事態への準備及び対応 

4.4.6 運用管理 
4.4.7 緊急事態への準備及び対応 

9 パフォーマンス評価 
9.1 監視、測定、分析及び評価 
9.1.1 一般 
9.1.2 順守評価 
9.2 内部監査 
9.3 マネジメントレビュー 

4.5 点検 
4.5.1 監視及び測定 
同上 
4.5.2 順守評価 
4.5.5 内部監査 
4.6 マネジメントレビュー 

10 改善 
10.1 一般 
10.2 不適合及び是正処置 
10.3 継続的改善 

新規 
新規 
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置 
新規 

 

３ 新規要求事項への対応 

 (1) 「組織及びその状況の理解」「利害関係者のニーズ及び期待の理解」「リスク及び機会」（第

4.1章、第4.2章、第6.1.1章） 

  ・平成29年度予算要求時から実施済み 

 (2) その他（第6.1.4章、第10.1章、第10.3章） 

  ・一般的な規定事項 

 

４ 「経営戦略レベルでの環境マネジメント、及び事業プロセスへのＥＭＳの統合」及び「庁内

マネジメントシステムの見直し」による改正 

 (1) 事務事業進行管理表に統合されたISO様式（第6.1.2章、第6.1.3章、第6.2.1章、第6.2.2章、

第9.1.1章、第9.1.2章） 

  ・ISOを事務事業単位に切り替え、帳票の作成時期を合わせることによる統合、省力化 

  ・環境影響評価、順守義務及び順守評価、環境目標及び進捗管理にかかるISO独自様式を廃止 

 (2) 市役所の職制への統合（第5.3章） 

  ・環境管理委員会→部長会議、環境管理責任者→市民協働環境部長、委任状の廃止 

 (3) 環境目標の設定（第6.2.1章） 

  ・各課１項目以上 → 著しい環境側面がある場合は、環境目標を設定し、確実に管理する。 

 (4) その他 

  ・環境目標の進捗管理 ４回／年 → ２回／年 

 

５ 環境パフォーマンス向上の重視 

 (1) 維持管理項目の重視（第8.1章、第9.1.1章）と定着事項の廃止（第8.1章） 

  ・エネルギー使用量の削減などの環境ISOの基本への立ち返り 

 (2) 継続的改善（第10.3章） 

・環境マネジメントシステムの継続的改善 

 → システムの運用の結果であるCO2や廃棄物の排出の継続的改善（有益な環境側面の推進） 

 

６ 部長の主な責任と権限の対比 

第 30版 第 29版 

(1) ｢環境に関する組織の状況等の検討表｣(様式4)の承認 新規 

事務事業進行管理表に統合 

      〃 

      〃 

(1) ｢環境影響評価表｣の承認 

(2) ｢法的及びその他の要求事項一覧｣の承認 

(12)｢順守評価記録書｣の承認及び評価結果の確認 

(2) ｢年間計画書兼実行計画管理表｣(様式6-2)の承認 (3) ｢年間計画書｣の承認 

(11)｢実行計画管理表｣の承認 
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廃止 通常業務と同様の扱い (4) ｢委任状｣の承認 

廃止 通常業務と同様の扱い (5) 部内課長の教育訓練 

(3) 部内課長による、一般職員の｢教育訓練記録｣(様

式7-1)及び法令が要求する有資格者研修の承認 

(6) 部内課長による一般職員の｢教育訓練記

録｣の承認 

7.1章にて人事配置 (7) 法令が求める有資格者の任命 

廃止 通常業務と同様の扱い (8) 市長及び環境管理責任者の指示並びに情報の伝達 

(4) 緊急事態に相当しない休日・夜間の環境

情報への対応状況等の承認 

新規 

 

(5) ｢外部環境情報処理票｣(様式7-3)の承認 (9) ｢外部環境情報処理票｣の承認 

(6) 関係団体・物品購入先・供給者等への伝達の

承認 

新規 ※様式なし。承認は通常起案にて行う。 

(7) 緊急事態が発生した場合の必要に応じて

市長への報告 

新規 ※今までは課長の責任 

 

(8) ｢緊急事態発生報告書兼試行記録｣(様式8)の確認 (10)緊急事態発生時の対応及び発生後の処置 

 

６ 2015年版移行完了までのスケジュールについて 

  平成29年４月    2015年版環境マニュアル発行 

      ７～８月  内部監査（2004年版＋2015年版） 

      10～11月  マネジメントレビュー（2004年版＋2015年版） 

  平成30年３月    マネジメントレビュー（2015年版） 

      ７～８月  内部監査（2015年版） 

      ９月    マネジメントレビュー（2015年版）→ 2015年版移行完了 

  平成31年１月頃   2015年版移行完了宣言イベント 

 

７ 今後のスケジュール 

  ～5/10 環境目標及び年間計画書兼実行管理計画表の承認 

 

(9) 維持管理項目及びグリーン購入の実績値が目標値に

対して大きく乖離した場合等の必要に応じた是正処置

の指示 

(13)是正処置及び予防処置の指示及び確認 

 

 

(10) 相互内部監査記録の承認 

(11) ｢改善の機会対策報告書｣(様式9-4)の確

認及び承認 

(12) ｢内部監査報告書｣(様式9-3)の確認 

新規 ※今までもあったが、主な責任と権限

として改めて規定 

(13) その他市長が必要と認める事項 (14)その他環境管理責任者が必要と認める事項 


