
 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿市しあわせ環境基本計画 

 

 

 

 

豊かな環境のまち 鈴鹿 

子どもたちにつなぐ持続可能な社会をめざして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 3 月 

 

 

 

 

 

鈴 鹿 市 

 

 

 



目  次 

 

１章 計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

1-1 背景と趣旨，1-2 位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・1 

1-3 期間，1-4 対象とする計画の柱 ・・・・・・・・・・・・・・2 

 

２章 本市の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

2-1 位置と沿革  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

2-2 人口  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

2-3 土地利用  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

2-4 公共交通機関  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

2-5 産業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

 

３章 本市の環境現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

3-1 自然環境  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

3-2 生活環境  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

3-3 地球・地域環境  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

3-4 環境教育・環境学習  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 

４章 アンケート調査の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

4-1 市民アンケート  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

4-2 事業所アンケート  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

 

５章 目標と基本方針・施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

5-1 目標環境像  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

5-2 基本目標  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

5-3 基本方針・施策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

【基本目標１】自然と共生する社会の構築 ・・・・・・・・・・・・39 

【基本目標２】生活環境の保全と創造 ・・・・・・・・・・・・・・41 

【基本目標３】低炭素社会（地球温暖化対策）の推進 ・・・・・・・44 

【基本目標４】循環型社会の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・・45 

【基本目標５】環境教育・学習の充実 ・・・・・・・・・・・・・・47 

 

第６章 計画の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

6-1 計画の推進体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

6-2 各主体の役割  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

6-3 進行管理  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 



- 1 - 

１章 計画の概要 

1-1 背景と趣旨 

 鈴鹿市では，すべての市民の取組みにより，健康で文化的な生活を営むために必要な

安心で良好な環境を確保するとともに，その環境を次世代に引き継いでいくため，平成

11 年 6 月に「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」を制定し，環境保全に関する基本理念・基

本方針を定めました。 

「鈴鹿市しあわせ環境基本計画」は「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」に基づいて，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に，平成 13 年 3 月

に策定され，『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』

という目標環境像の実現に向けて，それぞれの環境分野ごとに分野別の目標や基本方針，

施策に基づいて様々な取組みを進めてきました。 

自然環境を守り自然との共生を目指す取組みや安全で安心な生活環境の保全，日常生

活を快適にする取組み，ごみの減量やリサイクル，効率的なエネルギーの利用等資源を

大切にし循環型社会の形成を目指す取組み等を推進することで，環境の改善，向上に関

して一定の成果を上げてきました。 

しかしながら，本計画の策定以降，環境に関する社会経済情勢や市民意識も大きく変

化してきています。ごみの資源化や適正な処理，大気汚染・水質汚濁の防止，公園や緑

地の確保といった生活に密着した環境の問題から，地球温暖化の防止や生物多様性の保

全といった地球規模の問題まで，環境に関する課題は多種多様にわたっており，地域だ

けではなくグローバルな観点からの対応が求められています。また，東日本大震災の発

生や震災による原子力発電所の事故によって，国のエネルギー政策のあり方が大きく見

直されようとしている中，私たちの生活や社会，経済の豊かさは，それを取り巻く地球

環境の持続性に大きく依存していることを理解して，環境問題に取組んでいく必要があ

ります。 

 このため，これまでの計画を見直し，現在の状況に的確に対応した計画を新たに策定

することで，市民，事業者及び行政が協働して環境課題に取組み，人と自然，人と人が

健全に共生する緑に囲まれた快適な環境を確保することを目指します。 

 

1-2 位置づけ 

本計画は，国や県の各種計画との整合を保ちながら，第 5 次鈴鹿市総合計画において

鈴鹿市が目指す将来都市像の実現に向けて，環境に関する施策の基本的方向を示すもの

です。また，鈴鹿市が定める都市マスタープランや緑の基本計画，農業基本計画等の個

別計画のうち，環境に関係する部分においても本計画との整合性を図るものとします。 

 

 

 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図-計画の位置づけ 

 

1-3 期間 

本計画の目標年度は平成 34 年度（2022 年度）とします。ただし，地球環境問題等，

長期的な視点が必要な分野もあるため，計画はこれらを踏まえたものとします。また，

本市を取り巻く環境や社会経済状況の変化に対応するため，必要に応じて計画の見直し

を行います。 

 

1-4 対象とする計画の柱 

対象とする計画の柱は，次のとおりとします。 

・自然と共生する社会の構築 

・生活環境の保全と創造 

・低炭素社会（地球温暖化対策）の推進 

・循環型社会の構築 

・環境教育・学習の充実 

 

 

 

 

 

 

 

  第 5 次 鈴 鹿 市 総 合 計 画 

 基 本 構 想 

 
行 財 政 経 営 計 画  

 鈴鹿市しあわせ環境基本計画 

環 境 関 連 施 策 

個 別 計 画 

緑の基本計画，都市マスター 

プラン，農業基本計画， 

景観計画など 

 将 来 の 鈴 鹿 市 の 望 ま し い 環 境 像 の 実 現 

整合 
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２章 本市の概況 

2-1 位置と沿革 

１ 位置 

本市は三重県の北中部に位置し，総面積は 194.67 ㎢

で県内 29 市町中 12 番目の広さとなっています。また，

西は滋賀県に，東は伊勢湾に接しており，標高 1,000m

程度の鈴鹿山脈から海岸までの変化のある地形がみら

れます。 

 

 

 

 

 

【位置図】 

 

２ 沿革 

本市は，明治時代の廃藩置県を経て，白子・神戸で町制が施行されました。その後，

国有鉄道が開通し，大正期になると現在の近鉄や国道の開通など，陸上交通の整備によ

り発展の基礎が築かれました。 

第 2 次世界大戦が起こり，各種の軍事施設が広範な地域に建設され，人口も急増しま

した。 

昭和 17 年に鈴鹿郡の東部５か村と河芸郡の北部２町７か村とが合併して市制を施行

し，人口 52,370 人，面積 103.6 ㎢の本市が誕生しました。 

その後，亀山市の一部，河芸郡の３か村，三鈴村，鈴峰村などを合併して，行政面積

は，194.67 ㎢にまで拡大しています。 
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【市域変遷図】 

 

 

資料：都市計画課 「鈴鹿の都市計画（2009.3）」 
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2-2 人口 

１ 総人口 

本市の人口は，昭和 17 年の市制施行時には 52,370 人でしたが，周辺の村等との合併

や企業誘致などにより人口は大きく増加し，平成 23 年 12 月 31 日現在の総人口は，

202,751 人で，四日市市，津市に次いで県内第三の人口規模となっています。人口の動

向は緩やかな増加となっていましたが，近年は減尐傾向に転じています。 

また，一世帯あたりの人員は昭和 50 年には 3.91 人でしたが，平成 22 年は 2.63 人へ

と推移しており，年々減尐しています。 

 

 

 

【人口及び世帯数の推移】 

  
昭和 

40年 45年 50年 55年 60年 

平成 

2年 7年 12年 17年 

 

22年 

総人口（人） 100,594 121,185 141,829 156,250 164,936 174,105 179,800 186,151 193,114 199,184 

世帯数（世帯） 22,651 29,092 36,263 45,675 48,859 53,744 57,774 62,960 69,122 75,815 

一世帯当たり 

人員（人/世帯） 
4.44 4.17 3.91 3.42 3.38 3.24 3.11 2.96 2.79 2.63 

人 

口 

増加数（人） 10,095 20,591 20,644 14,421 8,686 9,169 5,695 6,351 6,963 6,070 

増加率（％） 11.2 20.5 17.0 10.2 5.6 5.6 3.3 3.5 3.7 3.1 

世 

帯 

増加数（人） 4,035 6,441 7,171 9,412 3,184 4,885 4,030 5,186 6,162 6,693 

増加率（％） 21.7 28.4 24.6 26.0 7.0 10.0 7.5 9.0 9.8 9.7 

資料：企画課 国勢調査（各年 10月 1日現在，平成 22年は速報値） 
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2-3 土地利用 

１ 地目別面積 

宅地は増加傾向，田，畑及び山林は減尐傾向が続いており，都市的土地利用が進行し

ていることがうかがえます。都市的土地利用の進行と産業構造の変化の間には相関関係

があり，第 1 次産業から第 2 次，第 3 次産業への転換が進行することで，工業団地，住

宅用地等の土地利用の需要が更に高まり，農地や山林から宅地への転用が進んでいます。 

【地目別面積の推移】                単位：㎞２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：資産税課（各年 1月 1日現在） 

 

２ 都市計画制度 

本市の都市計画制度については，昭和 46 年 12 月市街化区域と市街化調整区域の区分

（線引き）を定め，平成 20 年 3 月現在ではそれぞれ市街化区域 3,713.4ha，市街化調整

区域 13,202.6ha であり，合計都市計画区域は 16,916ha となっています。 

また用途地域も昭和 48 年 12 月に決定し，土地利用方針等の転換により 11 回の変更

を行っています。 

本市は，市街地や集落が点在する構造となっており，良好な田園資源，自然資源と調

和したコンパクトな市街地を有する都市の構造を保つことが，環境への負荷を軽減させ

ることにつながるものと考えられます。 

【計画区域別面積】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

田 42.17 41.97 41.69 41.35 41.21

畑 26.76 26.75 26.59 26.55 26.28

宅地 31.24 31.59 32.03 32.27 32.92

池沼 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

山林 14.12 13.92 13.85 13.78 13.74

原野 1.92 1.92 1.92 1.92 1.91

雑種地 11.69 11.72 11.75 11.96 11.71
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３ 将来の土地利用 

鈴鹿市都市マスタープランでは，鈴鹿市の目指す将来都市像を実現するために，自然

環境と調和した災害に強い市街地形成と市域全体のバランスに配慮した発展を目指し，

豊かな自然環境の保全と活用，安全でコンパクトな市街地，交流機能を高める地域経済

圏の形成，という基本的な考え方に基づいて計画的に土地利用を推進していきます。 

また，鈴鹿市緑の基本計画においては，鈴鹿山脈から伊勢湾岸に至るまで存在する多

種多様な緑の空間を鈴鹿市の骨格となる緑地として保全し，緑の拠点となる公園緑地の

整備・確保を図り，まちの緑化推進により，緑のネットワーク化を図っていきます。 

鈴鹿市景観計画においては，自然や歴史・文化など地域特有の良好な景観を保全し，

住みやすいまち，住んでみたいまち，訪れてみたいまちを創造していくために，市民が

主体となって地域それぞれの魅力を活かした景観づくりを進めることとしています。 

【本市の将来構造】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画課 鈴鹿市都市マスタープラン 
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2-4 公共交通機関 

市内の公共交通機関として，鉄道では，近畿日本鉄道，伊勢鉄道，JR 関西本線，バス

では路線バス，コミュニティバス（C-BUS）が運行されています。乗降客数には，モー

タリゼーションの影響を受け減尐傾向になっており，特に，近畿日本鉄道とバスでその

傾向が著しくなっています。 

高齢者や高校生，主婦といった日常の移動に困難をきたしている移動制約者のコミュ

ニティレベルの交通需要への対応が課題となっています。そのため，市内の公共交通を

総合的･体系的に検討するとともに，ネットワーク化を図って，公共交通の再生･活性化

を推進することが重要となってきています。 

近年，環境への負荷という側面から公共交通機関が見直されつつあり，市民への啓発

活動を含め，公共交通機関の利用促進が課題となっています。 

 

【公共交通機関利用者数】 
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【自家用乗用車の普及率】 

 

2-5 産業 

１ 農林水産業 

本市の第一次産業としては，農業，漁業が盛んに行われており，農業産出額について

は県内第 2 位（平成 18 年～19 年 第 54 次三重県農林水産統計年報結果）となってい

ます。農作物の特色としては，県下第 1 位の生産量を誇る茶や鶏卵，また 2,500ha を超

える水稲作付面積から生産される水稲や小麦等の生産が盛んに行われています。 

林業については，民有林の 9 割が私有林となっていて，大半が 3ha 以下の小規模森林

所有者となっているため，効率的な施業が実施しにくく，自治会区有林を中心に長期の

受諾契約を結び効率的，計画的な施業を図るとともに施業の共同化を図ることにしてい

ます。 

水産業においては，広く伊勢湾に臨む自然環境から漁獲量も多く，イワシ，コウナゴ，

アナゴ，アサリ等の沿岸漁業を始め，水産物出来高の 6 割を占める海苔養殖等が盛んに

行われています。 
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【主要農作物作付面積および収穫量】 

 

【耕作面積の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農地転用面積・耕作放棄地の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 工業 

21 年度の調査では製造品出荷額は，1 兆 5,033 億 2,405 万円で，2 年続けて減尐して

います。 

また，製造品出荷額等を業種別に見ると「輸送用機械器具」が抜きん出て大きく，市

全体の 76.3％を占めています。以下「化学」（5.5％），「業務用機械器具」（4.4％），「プ

ラスチック製品」（3.1％），「電気機械器具」（2.9％）と続いています。 

また，事業所数，従業者数においても「輸送用機械器具」が最も大きな割合を占めて

います。 
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【県内各市の事業所数，従業者数，製造品出荷額等（従業者４人以上の事業所）】 

 

【産業中分類別事業所数・従業者数・製造品出荷額等（従業者数４人以上の事業所）】 
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３ 商業 

平成19年商業統計調査による事業所数は1,691事業所で，前回調査（平成16年）と比

べて115事業所（△6.4％）の減尐となりました。商店数は年々減尐の傾向にあります。 

従業者数は13,004人で，前回調査と比べて113人（△0.9％）の減尐となりました。 

年間商品販売額は3,345億8,163万円で，前回調査と比べて204億4,550万円（6.5％）の

増加となりました。 

 

【県内各市の商業における概要】 
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３章 本市の環境現況 

3-1 自然環境 

１ 地形・地質 

本市の地形は，北西部が山地，南東部が海岸となっており，最高点である仙ヶ岳とは

1000m ほどの標高差があります。西北部の山地は，年代の古い秩父古生層と呼ばれる硬

質な砂岩および頁岩，石灰岩からなる地質で構成されており，そのため，御幣川上流の

小岐須渓谷では，屏風岩のような名勝がみられます。 

鈴鹿山脈から流下する内部川が山地を抜けでた地点（標高 200m）を扇頂として高岡

町（鈴鹿川付近，標高 40m）まで扇状地が 14km 続いており，その扇端は，鈴鹿川で削

り取られています。 

また，扇面には，内部川の旧河道を示す浅い谷があり，その他の河川は南東方向に流

れ扇面を刻み，この流れに沿うようにして，雑木林が残されています。平野部では，年

代の新しい沖積層，低中位段丘堆積層，高位段丘堆積層などが広範囲に分布しています

が，市街地は，低・中位段丘に広がり，南西部の丘陵地のすそを東に緩やかに傾き下っ

ており，標高 10～40m となっています。 

 

２ 植物 

本市は，砂浜が発達する伊勢湾岸から標高 900ｍ以上に達する鈴鹿山脈の峰々まで，

素晴らしい自然が本市域全体にわたって残されており，それぞれの立地に適した多様な

植物が生育しています。 

鈴鹿市の自然（2008）によると，維管束植物は 2,137 種（シダ植物 24 科 189 種，種

子植物 178 科 1948 種）確認・記録されています。これは，三重県全体に分布する約 3,000

種のほぼ 70％に相当する種類の維管束植物が市域に生育していることとなります。 

また，鈴鹿市から記録された維管束植物の中で，三重県レッドデータブック 2005 に

掲載されている絶滅または絶滅が危惧されている種は，94 種となっています。 

本市の植生は，鈴鹿山脈の山頂付近を除き，ほぼ全域が照葉樹林帯に属しており，本

市域に成立する植物社会の支配的な型は，常緑樹が優占する森林となっています。 

しかし，本市域は古くから人々が生活の場としてきたために，自然植生は人の手によ

って改変され，現在はコナラの二次林やスギ，ヒノキの植林，モウソウチク，ハチク，

マダケの竹林などの代償植生に変わっています。 

ただ，神社林や鈴鹿山脈の中腹斜面などに成立している二次林には，シイ類，アラカ

シ，アカガシ，ウラジロガシ，タブノキ，シロダモ，ヤブツバキ，サカキ，ヒサカキな

どの常緑樹が混生する林分がみられ，本市域の自然植生の片鱗がうかがわれます。 

鈴鹿山脈の山頂付近の一部は夏緑広葉樹林帯に属し，野登山の山頂付近には冷温帯の

指標種であるブナを高木属の優占種とする林分が，小面積ながら残存しています。 

山地の多くは，アカシデ，イヌシデ，シロモジ，アブラチャン，ウリハダカエデ，コ
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ハウチワカエデ，シロヤシオ，ベニドウダンなど多様な落葉広葉樹に，アセビ，シキミ

などの常緑低木を加えた林分が現存します。 

丘陵地の湧水地や湿地には，ハンノキ，クロミノニシゴリ，ウメモドキ，イソノキな

どの疎林，ヌマガヤ，イヌノハナヒゲ，シラタマホシクサなどの湿性立地を好む草木類

が，わずかながら点在しています。また，ため池には，ヒシ，ガガブタ，ヨシ，マコモ

などの水生植物や，鈴鹿川などには，ツルヨシ，ヤナギ類もみられます。 

一方，伊勢湾に面した波静かな砂浜にはクロマツ林がみられ，ハマヒルガオ，ハマボ

ウフウ，ハマゴウなどの海浜植物群落が成立しています。 

しかし，人々の生活様式の変化や開発，農業の機械化などによって里山林をはじめ，

川やため池の水辺，水田や畑などの耕作地の自然環境も大きく変わり，そこに生育する

植物にも大きな変化がみられます。また，空き地や耕作放棄地などでは，セイタカアワ

ダチソウ，メリケンカルカヤ，アレチウリ，オオキンケイギクなどの外来植物が繁茂し

ています。 

 

３ 動物 

① 哺乳類 

 鈴鹿市の自然（2008）によると，陸棲種が 26 種，海棲種が 2 種の合計 28 種が記録さ

れていますが，特に市西部の鈴鹿山脈からは約 6 割の 17 種が記録されています。 

 三重県レッドデータブック掲載種としては，キクガシラコウモリ，ツキノワグマ，カ

モシカ，ニホンリス，スナメリの 5 種が，確認されています。 

 

② 鳥類 

鈴鹿市内の環境別の鳥類生息概況は，以下のとおりです。 

 

山 地（入道ヶ岳） 

山頂付近…クマタカ，トビなど 

中腹…ホトトギス，カケス，エナガなど 

渓流…カワガラス，キセキレイ，オオルリなど 

 

台 地・丘陵地 

オオタカ，ノスリ，サシバ，キジバト，ツツドリ，ホトトギス， 

コゲラ，ヒヨドリ，モズ，シロハラ，ツグミ，ウグイス， 

キビタキ，オオルリ，マヒワなど 

河 川 カイツブリ，カワウ，サギ類，カモ類，カワセミなど 

ため池 カイツブリ，カワウ，カモ類など 

 

海 岸 

カワウ，カモ類（マガモ，ヒドリガモ，ホシハジロなど）， 

ミサゴ，ハヤブサ，シロチドリ，ケリ，ハマシギ，キアシシギ， 

イソシギ，チュウシャクシギ，カモメ類（ユリカモメ，セグロカ

モメ，ウミネコ，コアジサシ）など 
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鈴鹿市の自然（2008）によると，鈴鹿市からは 156 種の鳥類が記録されています。こ

の中で，三重県レッドデータブック 2005 の絶滅危惧Ⅱ類以上の上位ランクに掲載され

ている種は，トモエガモなど 27 種となっています。 

また，入道ヶ岳の山麓では，サシバの繁殖が確認され，三重県鳥のシロチドリが千代

崎海岸や鼓ヶ浦海岸で繁殖しています。 

石垣池はサギ類やカワウの繁殖地として知られ，ピーク時には 1,000 羽のカワウを確

認することができました。しかし，平成 23 年に営巣木が枯れたため，この場所で繁殖し

ていたカワウやサギ類は分散し，近隣の池で繁殖をしています。 

 

③ 両生類・は虫類 

鈴鹿市の自然（2008）によると，市内から両性類が 18 種，は虫類が 14 種記録されて

います。この中で注目すべき種として，両生類では，カスミサンショウウオが三宅町や

徳居町などの水田地帯で生息が確認されています。また，ブチサンショウウオは小岐須

渓谷で，ヒダサンショウウオは入道ヶ岳の中腹で，モリアオガエルは小岐須渓谷及び鍋

川の上流などで局所的に確認されています。 

は虫類では，千代崎海岸や鼓ヶ浦海岸の砂浜において，不定期ではあるがアカウミガ

メの産卵が確認されています。 

 

④ 魚類 

 鈴鹿市の自然（2008）によると，市内の汽水・淡水魚類は，河川で 43 種，ため池で

12 種が記録されています。このうち，市内で最も大きな鈴鹿川水系では 38 種が，他の

河川では 27 種が記録されています。 

 三重県レッドデータブック 2005 に掲載されている種としては，スナヤツメ，ホトケ

ドジョウ，アカザ，アユカケ，メダカの 5 種が確認されています。 

 

⑤ 昆虫類 

 鈴鹿市の自然（2008）及び鈴鹿川流域自然環境調査報告書（2009）によると，市内か

らは 17 目 4,370 種と多数の昆虫が記録されています。この中で最も多いのはコウチュウ

目 2,140 種で，以下ガ類 1,037 種，カメムシ目 333 種となっています。 

 特にコウチュウ目に関しては，全国的にも 2,000 種を超える種類数が報告されている

地域は稀であることから，調査精度が高いことと，本市の自然環境が生物多様性に富ん

でいることを示唆していると思われます。 

 三重県レッドデータブック 2005 の絶滅危惧Ⅱ類以上の上位のランクに掲載されてい

る昆虫だけでも，40 種が記録されていますが，スジゲンゴロウなど過去の記録だけで，

近年全く確認されていない種もあります。 

 また，市内で得られた標本に基づいて新種記載された種や亜種は，イチハシシギゾウ

ムシやスズカオサムシなど 4 種 1 亜種が知られています。 
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４ 市民参加の取組み 

① 市民環境調査 

平成 15 年度以降，専門家の方々を中心に，市民の方々にも協力をいただいて自然環境

調査を実施し，鈴鹿市の自然（2008），鈴鹿市の自然ガイドブック，鈴鹿川流域自然環

境調査報告書（2009）としてまとめています。 

鈴鹿市の自然（2008）の中で，生息環境として重要と認められる地域について「重要

生態系地域」として紹介し，平成 21 年度から 3 年間にわたり，公募した市民調査員が

現地調査から報告書作成までを行い，鈴鹿市の自然環境調査のデータ補足と考察等を行

っており，23 年度中に報告書を発刊することとなっています。 

 

② 自然観察会 

 三重自然誌の会会員の協力を得て，里山保全体験の事業を計画し，深谷公園における

里山保全活用についての講演を受け，間伐・伐採など里山の保全体験を実施してきまし

た。 

 また，市民の方に自然や生き物への関心をもっていただき，学習や体験へとつなげて

いく機会を提供することを目的として，親子をターゲットとしたイベント「すずかのし

ぜんがっこう」を開催しました。 

 

3-2 生活環境 

１ 大気汚染 

平成 22 年度の本市における大気汚染の測定については，二酸化窒素の測定を 17 地点

で，浮遊粒子状物質は 6 地点，ダイオキシンは 2 地点で実施しました。 

① 二酸化窒素 

すべての地点で環境基準に適合していました。 

② 浮遊粒子状物質 

 すべての地点で 0.10mg/m3 未満でした。 

③ ダイオキシン 

すべての地点で環境基準に適合していました。 

 

２ 水質汚濁 

① 主要河川の水質 

平成 22 年度の本市における水質の測定結果は，市内の 17 河川 22 地点において測定

を行っており，主要河川の pH，BOD，SS，DO は，いずれも生活環境の保全に関する

環境基準値の適合率は 100％，大腸菌群数については 46.9％でした。 

 

② 工場･事業所排水 

水質汚濁防止法第 2 条に定める特定施設を設置する工場･事業所から公共用水域に排
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出されている排水についての平成 22 年度の水質測定調査は，水質汚濁防止法または三重

県条例に係る排水基準により，17 事業所を対象に実施しました。1 工場においては大腸

菌群数が基準値を上回っていましたが，県との指導により再検査を行った結果，基準値

以下となりました。有害物質については，全工場･事業所において排水基準以下でした。 

 

③ 河川及び河川底質のダイオキシン類 

 平成 22 年度の河川及び河川底質のダイオキシン類の測定は，市内の 4 河川 4 地点で

行っており，いずれも環境基準以下でした。 

 

３ 騒音・振動・悪臭 

本市では，環境騒音のうち，一般地域（道路に面する地域以外）における騒音の状況

を把握するため，平成 22 年度には市内 5 地点で測定を行い，4 地点で環境基準を満たし

ていました。池田町地内の夜間において，46 デシベルであり，環境基準（45 デシベル）

を超過していました。鳥や虫の鳴き声，国道 23 号の自動車騒音などが影響していると考

えられます。また，道路交通振動について 2 地点で測定を実施したところ，要請限度を

満たしていました。悪臭についての測定は，市内 7 事業所で実施した結果，いずれも悪

臭防止法の基準を満たしていました。 

 

４ 生活排水処理 

平成 22 年度における生活排水処理施設（公共下水道，農業集落排水，合併浄化槽）の

整備率は 87.1％となっており，三重県平均 78.0％，全国平均 86.9％を上回っています。 

 

 【生活排水処理施設の整備率の推移】 

（資料）三重県生活排水処理アクションプログラム 
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５ 公園・緑地 

平成 23 年 3 月末における都市計画公園等の整備面積は 185.65ha となっており，箇所

数も含め，ある程度整備は進んでいますが，住民一人あたりの都市公園面積に換算する

と 9.17 ㎡／人（平成 23 年 3 月末：202,412 人）となり，都市公園法に定められた市域

一人あたりの面積の標準値 10 ㎡を若干下回っています。 

また，都市公園は都市基盤整備済み地区に集中して設けられており，都市基盤未整備

地区での不足が目立ちます。 

 

【都市公園一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口一人あたりの都市公園面積】 
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６ 歴史・文化 

① 遺跡・史跡 

市内には，白鳥塚古墳や伊勢国分寺跡など数多くの遺跡・史跡が残されています。先

土器時代遺跡，縄文時代遺跡，弥生時代遺跡，古墳などの遺跡は，現在の市街地を取り

囲むように発見されています。また，文化財として，古代～中世居住地，古窯などの史

跡も同様の分布を示していますが，一部現在の市街地内部でも発見されています。 

神社仏閣としては子安観音寺の「仁王門」や伊奈冨神社をはじめ，三日市の太子寺，

稲生の神宮寺，神戸の林光寺，国府の府南寺，合川の妙福寺など重要文化財を有する寺

社があります。 

② 街道と町並み 

市内には，旧東海道，旧参宮街道（伊勢街道）の 2 街道が走っており，周辺には，歴

史を感じさせる町並みや一里塚，史跡などが残されています。また，文化財の多くもこ

れらの街道に沿って分布しています。 

 

７ レクリエーション施設 

 市内の主要なレクリエーション施設として，鈴鹿サーキットが挙げられます。平成 21

年度には約 198 万人の観光客を集めており，本市の入込客数の約 48％を占めています。 

 また，椿大神社や伝統産業会館など歴史・文化的なレクリエーション施設や，伊勢の

海県立自然公園に指定されている千代崎や鼓ヶ浦の海水浴場，鈴鹿国定公園内の小岐須

渓谷や椿渓谷など自然環境を活用した施設が整備されています。 

【入込客数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人

平成17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

総   数 4,501,723 4,503,876 4,048,236 4,062,122 4,110,186

80,663 74,895 80,638 81,264 78,606

鼓  ヶ  浦 34,100 31,490 33,778 35,672 28,908

千  代  崎 33,000 29,620 28,522 27,372 26,562

伝統産業会館 13,563 13,785 18,338 18,220 23,136

1,282,250 1,287,450 1,305,450 1,322,700 1,319,620

小  岐  須 8,500 8,650 7,800 10,480 8,760

椿  渓  谷 1,750 1,800 1,650 2,220 1,860

椿大神社 1,272,000 1,277,000 1,296,000 1,310,000 1,309,000

3,138,810 3,141,531 2,662,148 2,658,158 2,711,960

鈴鹿ｻｰｷｯﾄ 2,453,200 2,522,100 2,088,100 2,043,000 1,979,700

青少年の森 316,393 261,400 200,992 222,191 235,038

荒  神  山 25,000 24,000 22,500 22,500 22,500

加佐登神社 46,300 45,000 44,500 49,900 49,900

スポーツガーデン 288,521 279,564 294,820 310,424 415,586

考古博物館 9,396 9,467 11,236 10,143 9,236

資料：商業観光課　　注）主催者発表数

公園区域外の観光地

鈴鹿国定公園

伊勢の海県立公園
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3-3 地球・地域環境 

１ 地球温暖化 

地球温暖化対策を進めていくためには，市民のみなさんの協力が不可欠であり，本市

では，市民参画によるＣＯ2 削減の実践活動として Suzuka－ＥＣＯ2（エコツー）プロジ

ェクトの取組みを進めてきました。Suzuka－ＥＣＯ2（エコツー）プロジェクトは，電気・

ガス・水道などの効率的な使用を通じて，家庭でのＣＯ2 削減を図り，地球温暖化防止

を推進していくとともに，省エネ活動を鈴鹿市版環境家計簿に記録することでＣＯ2 削

減の成果を「見える化」し，省エネに対する意識を高めていく取組みです。平成 21～22

年度においては，合計 281 人の方に省エネ活動を実践していただき，取組みによるＣＯ

2 削減効果は累計で 105ｔとなっています。 

一方，地球温暖化の要因であるＣＯ2 の排出は，その多くがエネルギーの消費に起因

しており，太陽光をはじめとする自然エネルギーなど新エネルギーの導入がＣＯ2 削減

の有効な手段のひとつとしてあげられています。本市においては，新エネルギー導入の

適性や方向性を示した「鈴鹿市新エネルギービジョン」に基づき，公共施設への新エネ

ルギー設備の率先導入，家庭用新エネルギー設備設置やクリーンエネルギー自動車購入

に対する補助の実施により，新エネルギーの普及促進を図り，温室効果ガス削減に取組

んでいます。 

公共施設への新エネルギー設備の導入状況については，太陽光発電が市役所本庁舎(出

力 30kW)，新消防庁舎(出力 10kW)，神戸中学校(出力 10kW)などに設置され，また，清掃

センターにおいては，廃棄物を焼却する時の熱を利用して廃棄物発電を行っています。

その他，避難地指定公園のソーラー式照明灯などが設置されており，本市の施設に設置

されているこれらの新エネルギー設備による年間発電量をＣＯ2 換算すると 7,699ｔの

削減効果があるものと試算されます。 

家庭用新エネルギー設備に対する補助については，それぞれ累計で，住宅用太陽光発

電システムが 441 件，1,097ｔのＣＯ2 削減効果，家庭用ガスエンジン給湯器(エコウィ

ル)が 66 件，130ｔのＣＯ2 削減効果，ハイブリッド自動車や電気自動車などの環境への

負荷の尐ないクリーンエネルギー自動車への補助については，累計で 1,018 件，1,470

ｔのＣＯ2 削減効果があるものと試算されます。 

また，鈴鹿市もその事務事業によって温室効果ガスを排出する事業者であり，市の事

務事業における温室効果ガス削減の率先行動計画として，「鈴鹿市事務事業地球温暖化対

策実行計画」を策定しています。現在は，第 2 期計画期間として基準年度である平成 18

年度比 0.5％削減の目標排出量 26,231.5ｔの達成に向けて，温室効果ガス削減の取組み

を進めており，平成 22 年度の排出量は 26,399.3ｔで前年度比 4.8％の削減となっていま

す。 
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【三重県の二酸化炭素排出量の推移】 

（資料：三重県地球温暖化対策実行計画） 

 

【鈴鹿市事務事業における二酸化炭素排出量】 
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【鈴鹿市の新エネルギー設備等補助概要】 

 

 

【鈴鹿市の電力使用量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

【平均気温の推移】 
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２ 廃棄物・リサイクル 

一般家庭からの廃棄物は，「燃やせるごみ」，「燃やせないごみ」，「有害ごみ」，「プラス

チックごみ」，「資源ごみ」，「粗大ごみ」を 10 種類 16 分別にして収集しており，粗大ご

み（家電リサイクル法対象電化製品，パソコン等は除く）については，集積所方式によ

る収集方法ではなく，戸別有料収集で収集しています。 

処理施設としては，鈴鹿市清掃センター（ごみ焼却施設：90t/日×3 炉），鈴鹿市クリ

ーンセンター（し尿・浄化槽など汚泥焼却施設：270kℓ/日の処理能力）が整備されてい

ます。鈴鹿市不燃物リサイクルセンターについては，平成 20 年 3 月よりＰＦＩ方式に

より 2 期整備事業が進められ，平成 23 年 4 月より全面稼働しています。 

平成 20 年 9 月から，ごみの排出を抑制するため「レジ袋削減（有料化）・マイバッグ

推進運動」を展開しており，平成 22 年度のレジ袋辞退率は 89.3％となっています。 

こうした取組みから平成 22 年度のごみの総排出量は 69,319ｔとなり，平成 18 年度比

12.5％の削減となっています。一人一日あたりのごみの排出量においても減尐傾向にあ

り，平成 21 年度では 962ｇとなっており，全国平均の 994ｇを下回る結果となっていま

す。 

また，ごみの減量化，資源化のため，各家庭から出る資源ごみを集団回収した場合に

奨励金を交付する資源ごみ回収活動奨励金事業や生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入

費の助成，あきかんポスト事業などを行っています。 

 

【ごみ発生量及びリサイクル率の推移】 
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3-4 環境教育・環境学習 

市民一人ひとりが環境問題に対する理解を深め，環境意識を高く持つことができるよ

う，関係する機関や団体と連携・協働して，環境教育・環境学習を実施しています。 

三重県地球温暖化防止活動推進センターとの連携により，学校や公民館などで地球温

暖化防止や省エネ活動をテーマにした環境出前講座を開催し，子どもから高齢者まで広

い年齢層への環境学習に取組んでいます。平成 22 年度においては，幼稚園，小中学校が

4 校，公民館が 14 館など 953 名の方が参加しています。 

また，次世代を担う子どもたちが将来にわたって環境保全への高い意識を持つことが

できるよう，こどもエコクラブ活動の支援を行っており，平成 22 年度のこどもエコクラ

ブの登録は 17 クラブ 481 名となっています。 

このほか，環境に関する市民団体や自然愛好家により構成される実行委員会の主催に

よる「夏の鈴鹿川体験」，「鈴鹿川流域の環境展」に参画しています。 

鈴鹿川という地域の身近な自然環境から大きな地球環境を守っていくという意識啓発

を目的としたイベントで，平成 23 年度で第 11 回を数えるに至っています。 

市民への啓発活動としては，6 月の環境月間に合わせ，地球温暖化防止への理解を深

めることを目的に，市内大型ショッピングセンターにて，街頭啓発を実施し，併せて，

市役所本庁舎においては，クールビズ・ウォームビズの啓発パネル展示を行い，環境に

配慮した生活スタイルへの転換を呼び掛けています。 
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４章 アンケート調査の結果 

4-1 市民アンケート  

本調査は，「鈴鹿しあわせ環境基本計画」の策定にあたり，市民の意向を調査し資料と

して活用することを目的として実施したもので，住民基本台帳からの無作為抽出した市

民 2,000 人を対象として，平成 23 年 10月に郵送配布，郵送回収により実施し，回収率

は 41.7％となっています。 

調査結果の概要については，関心がある環境問題，最優先して取組むべき環境問題と

して，地球温暖化問題が最も回答が多く，次いでごみ問題，大気汚染・水質汚濁・土壌

汚染が高くなっています。 

日常生活での環境に配慮した取組みについては，地球温暖化やごみ問題への関心の高

さを表すように，省エネルギーやごみ減量・リサイクルなどの様々な取組みを多くの人

が実践しており，一人ひとりが環境に対して高い意識を持って取組んでいることが伺え

ます。 

今後においては，これらの日常生活での環境に配慮した取組みの実践状況を踏まえ，

より高いレベルでの取組みが進められるようインセンティブによる新エネルギーの導入

促進など，地域におけるエネルギー創出の取組みについて検討を進めていきます。 

 

 

○調査結果の概要 

問２ あなたが環境問題で関心があるものは何ですか 

問３ あなたが環境問題で最優先して取組むべきと考えるものは何ですか 

関心がある環境問題，最優先して取組むべき環境問題としては，地球温暖化問題が最

も回答が多くなっています。次いでごみ問題，大気汚染・水質汚濁・土壌汚染問題とい

った身近な生活環境の問題にも関心が高くなっており，この 3 項目が突出して高くなっ

ています。 
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問５ あなたは，現在，日常生活で環境に配慮した取組みを行っていますか。また，今

後の取組みについてどのように考えますか 

日常生活の取組みについては，多くの人が冷暖房の温度調節をはじめとする様々な省

エネ活動を実践しているという結果となりましたが，LED 照明やハイブリッド車の購入

については，現在は取組んでいないという回答が最も多くなっています。 

また，省エネ活動で現在は取組んでいない項目も，将来には取組める・ある程度取組

めるといった積極的な回答が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

問６ 太陽光発電など新エネルギー設備の導入状況についておたずねします 

クリーンエネルギー自動車を今後，導入したいと回答した人が半数近くになりました

が，太陽光発電をはじめとする新エネルギー設備は，導入する予定はないとの回答が最

も多くなっています。 

 

 

問９ 環境を良くするために，市（行政）の施策としてどのようなことが重要だと考え

ますか 

大気汚染・水質汚濁・土壌汚染の防止，ごみの減量化・リサイクル活動の推進，身近

な自然の保全，地球温暖化対策の推進，新エネルギー設備導入の補助の順で回答が多く

なっています。 
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問１１ 今後，市民による環境に対する取組みを推進していく上で重要だと考えるもの

は何ですか。 

環境教育・環境講座の充実が最も多くなっており，以下，広報 PRの強化，自然観察会

など自然とふれあう機会の提供，環境団体の育成支援の順となっています。 

 

 

 

 

 

4-2 事業所アンケート 

 本調査は，「鈴鹿しあわせ環境基本計画」の策定にあたり，事業者の意向を調査し資料

として活用することを目的として実施したもので，従業員 20人以上の 125 の事業所を対

象として，平成 23 年 10 月に郵送配布，郵送回答により実施し，回答率は，48％となっ

ています。 

調査結果の概要については，関心がある環境問題，最優先して取組むべき環境問題と

して，ごみ問題が最も回答が多く，次いで地球温暖化問題，大気汚染・水質汚濁・土壌

汚染が高くなっており，市民アンケートとは異なる結果となりました。 

事業活動での環境に配慮した取組みについても，多くの事業所で省エネルギーやごみ

減量・リサイクルなどの様々な取組みを実践しているという結果となりました。 

環境保全の取組みを推進する上での課題としては，コストがかかる，人員が確保でき

ないとの回答が多く，従業員数別では小規模な事業所で，取組み方法がわからない，人

員が確保できない，情報や知識がないと言った回答も多くなっています。 

また，小規模な事業所では，環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）構築の取組みが進

んでいない状況となっています。 
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○調査結果の概要 

問２ 貴事業所が環境問題で関心があるものは何ですか。 

問３ 貴事業所が環境問題で最優先して取組むべきと考えるものは何ですか。 

本市の産業は製造業がその多くを占め，関心がある環境問題，最優先して取組むべき

環境問題の回答は，市民アンケートの結果とは異なり，ごみ問題が最も高く，次いで地

球温暖化問題，大気汚染・水質汚濁・土壌汚染問題の順となっています。 

製造業とその他の業種に分類してみると上位３項目は変わりませんが，騒音・振動・

悪臭問題に関しては，製造業がその他の業種に比べて回答率が高くなっています。 
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問４ 事業活動における環境保全に対する取組みについてどのように考えますか。 

64.4％の事業所が環境保全に対する取組みは企業の社会的責任から不可欠であると回

答しており，次いで，省エネルギーや資源のリサイクルはコスト削減につながる（23.7％）

となっています。 

 

問５ 貴事業所では，現在，事業活動で環境に配慮した取組みを行っていますか。また，

今後の取組みについてどのように考えますか。 

ほとんどの事業所において節電やリサイクルなどに取組んでいる・ある程度取組んで

いるとの回答となっています。 

業務用車両の購入についてはハイブリッド車などの優先購入に取組まれている一方で

太陽光発電など新エネルギー設備の導入については，取組んでいないとの回答が最も多

くなっています。 

また，環境報告書の作成・公表についても取組んでいないが最も多くなっています。 
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問６ 貴事業所における新エネルギー（設備）の導入状況についておたずねします。 

 クリーンエネルギー自動車については，導入している・今後導入予定を合わせると半

数以上となりますが，その他の設備については，70％以上の事業所が導入予定なしと回

答しています。 

 

問７ 環境保全の取組みを推進する上での課題はありますか。 

78.3％の事業所が，環境保全の取組にはコストがかかることを課題としてあげており，

次いで環境保全に取組む人員が確保できないとの回答が多くなっています。従業員数別

に見ても，各規模の事業所を通じてコストを課題とする回答が多くを占めています。 

従業員 29 人以下の小規模な事業所では，取組み方法がわからない，人員が確保できな

い，情報や知識がない，といった回答が多くなっています。 
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問８ 環境保全の取組みを推進するために，環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を構

築していますか。 

現在，何らかのＥＭＳを構築している事業所は 58.4％で，現在は構築していないが今

後構築したい 13.3％を合わせると 71.7％となっています。 

従業員数別に見ると，100 人以上の規模の事業所では，大部分でＥＭＳが導入されて

いますが，比較的規模の小さな事業所でＥＭＳ構築の取組みが進んでいない状況となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１０ 環境を良くするために事業者（会社）はどのようなことに取組む必要があると

考えますか。 

省エネルギーや新エネルギー設備の導入，環境に配慮した製品や技術の研究・開発，

地域における清掃活動，環境保全への取組み体制の整備の順となっています。 

事業所は省エネルギーや新エネルギー設備の導入に取組む必要があるとの回答が

70.0％と最も多くなっていますが，一方で問 7 の設問からは，コストがかかることを課

題としてあげる事業者も 78.3％と多くなっています。 
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問１１ 環境を良くするために，市（行政）の施策としてどのようなことが重要だと考

えますか 

関心がある環境問題と同様，ごみの減量化・リサイクル活動の推進が最も高くなって

おり，次いで，新エネルギー設備導入への補助，地球温暖化対策の推進，大気汚染・水

質汚濁・土壌汚染の防止の順となっており，市民アンケート問 9 と同じような回答が多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２ 貴事業所は，地域の環境保全の取組みにどのように関わっていますか。 

何らかの地域の環境保全の取組みを81.7％の事業所が行っており，事業所周辺の清掃，

事業所内の敷地の緑化は半数以上の事業所が取組んでいます。一部の事業所では，地域

住民との協力によるボランティア活動，社員のボランティア活動の支援などにも取組ま

れています。 
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５章 目標と基本方針・施策 

5-1 目標環境像 

 鈴鹿市しあわせ環境基本条例は，市，市民及び事業者の協働によって，人と自然，人

と人とが健全に共生する快適な環境を確保するとともに，市民の環境権の保護に努める

ために制定されたもので，その第 3 条で環境の保全形成に向けて，次のように「基本理

念」が定められています。 

 

 今日では，身近な自然環境や生活環境を守り，地域をより豊かな環境にしていくとと

もに，地球規模で自然や生物，気候変動，資源・エネルギーについて考える地球環境に

ついても，世界の中の一員として，環境への負荷の尐ない持続可能な社会づくりを進め

ていくことが求められています。こうした環境を取り巻く潮流と基本理念を踏まえて，

本市のめざすべき姿，目標環境像を次のとおり定めます。 

 

 

（目標環境像） 

豊かな環境のまち 鈴鹿 

    子どもたちにつなぐ持続可能な社会をめざして 

 

 

（基本理念） 

第３条 環境の保全形成は，すべての市民の取組みにより望ましい環境を確保す

るとともに，その環境及びその環境を確保することの意義を次世代へ引き継いで

いくことを目的として行わなければならない。 

２ 環境の保全形成は，環境への負荷によって環境が損なわれるおそれが生じて

いることにかんがみ，人を含めた自然の生態系の多様性を尊重し，自然環境の維

持，保全，整備，回復及び活用を図るとともに，人と自然，人と人が健全に共生

していくことができる社会の実現を目指すことを目的として行わなければなら

ない。 

３ 環境の保全形成は，エネルギーの有効利用，廃棄物の再資源化の促進その他

の環境の保全形成に関する行動により，循環型社会を築き上げることを目的とし

て行わなければならない。 



- 36 - 

5-2 基本目標 

 目標環境像とともに基本理念の考え方に則して，また，市民や事業所のアンケート調

査の結果やグローバルな視点での環境課題の取組みが求められていることから，本市の

環境行政で取り組む方向を示す基本的な目標を，基本目標として次のとおり定めます。 

 

１ 自然と共生する社会の構築 

本市は，北西部の鈴鹿山脈を軸に扇形に広がる台地，丘陵地，鈴鹿川，低地，その東

側には伊勢湾を臨む長い海岸が続き，自然環境は多様性に富んでいます。山から海に至

るまで緑のスペースも多く，森林や里山，水田，川，池などには，たくさんの動物や植

物が自然の恵みを得て生育・生息しています。 

こうした豊かな自然を次の世代に引き継いでいくため，自然環境を保全し確保する取

組みを進め，また，様々な自然環境の中で育まれた動植物の生育・生息を配慮するなど

生物多様性の確保を図ることで，人と自然が共生する社会を目指します。 

 

２ 生活環境の保全と創造 

産業や都市化の進展，生活様式の多様化により生じる大気汚染や水質汚濁，騒音・振

動など生活に影響を及ぼす環境負荷の課題に関しては，法令等の規制強化や事業所の経

営管理の向上，施設設備の整備により改善されてきてはいますが，引き続き安全で安心

な生活環境を守り，保全する取組みを進めます。 

また，生活にうるおいを与える公園や緑地の整備と緑化の推進，豊富な緑の環境や歴

史・文化遺産を活用した景観の形成や創出，円滑な公共交通網の整備など暮らしを快適

にする生活空間づくりに取り組みます。 

 

３ 低炭素社会（地球温暖化対策）の推進 

地球温暖化に伴う気候変動が，私たちの社会経済活動に様々な影響を及ぼしています。

この問題を解決するためには，あらゆる主体が能動的に温室効果ガスの排出削減に取組

むとともに生活様式の変革や技術革新を進めることで，低炭素社会を構築していく必要

があります。また，東日本大震災による原子力発電所の事故によって，資源やエネルギ

ーのあり方が大きな課題となっています。 

温室効果ガスの排出削減に向けて，省エネルギーの推進や新エネルギーの導入など，

エネルギーの地産地消の取組みを進めていきます。 

 

４ 循環型社会の構築 

 今日の社会経済活動は，大量生産，大量消費，大量廃棄型であり，都市部への人口集

中や核家族化の進行，ライフスタイルの変化等により，ごみの質も多様化し，資源の収

集から廃棄に至るまで，それぞれの段階において環境への負荷が高まっています。 

 ごみの分別の徹底を図り，不法投棄をなくすなど適正なごみ処理を行い，ごみの発生
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抑制や再使用，再生利用による減量化やリサイクルを推進することで，環境への負荷を

軽減し，資源を有効に活用する循環型社会の構築に向けた取組みを進めていきます。 

 

５ 環境教育・学習の充実 

本市の目標環境像を実現していくためには，市民一人ひとりが環境問題に対する理解

を深め，環境意識を高く持ち，環境に配慮した活動を進めていくことが重要です。 

家庭や学校，地域での環境教育・学習の機会を創出し，内容の充実を図るとともに，

市民・事業者・行政の協働・連携により，ともに学び行動できるような体制づくりを推

進していきます。 
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（目標環境像） 

  豊かな環境のまち 鈴鹿 

    子どもたちにつなぐ持続可能な社会をめざして 

基本目標１ 自然と共生する社会の構築 

基本目標２ 生活環境の保全と創造 

基本目標３ 低炭素社会（地球温暖化対策）の推進 

基本目標４ 循環型社会の構築 

基本目標５ 環境教育・学習の充実 

基本方針１ 自然環境の保全 

施策 ①森林・海岸・水辺環境の保全 ②農地の保全・活用 ③自然環境とのふれあい 

基本方針２ 生物多様性の保全 

施策 ①動植物の生育・生息の環境の確保 ②在来種保護の推進（外来生物対策） 

基本方針１ 健全な生活環境の保全 

施策 ①大気環境の保全 ②水環境の保全 ③騒音・振動・悪臭の防止  

④近隣環境問題への対応 ⑤環境リスクへの対応 

基本方針２ 快適な生活環境の創造 

施策 ①公園・緑地の整備 ②良好な景観の形成 ③道路交通対策 

基本方針１ 温室効果ガスの削減 

施策 ①省エネルギーの推進と関連する産業の支援 ②温暖化防止活動の推進 

基本方針２ 新エネルギーの導入 

施策 ①新エネルギーの導入促進 ②新エネルギーに関連する産業の支援 

基本方針１ ４Ｒ活動の推進 

基本方針２ ごみの適正処理 

基本方針１ 環境教育・学習の推進 

基本方針２ 協働による取組み 

施策 ①ごみ減量化の推進 ②リサイクルの推進 

施策 ①ごみ分別の徹底 ②不法投棄・野外焼却の防止 

施策 ①環境教育・学習の推進 ②情報発信の充実  

③環境マネジメントシステム（EMS）活動の導入促進 

施策 ①市民参画による環境保全活動の支援 ②人材育成と確保 

【計画の体系図】 
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5-3 基本方針・施策 

 基本理念に則して定めた基本目標に向けた取組みを推進するために，しあわせ環境基

本条例の第７条「施策の策定に係る基本方針」に従って，５つの基本目標ごとに基本方

針と施策を次のように策定します。 

 

【基本目標１】自然と共生する社会の構築 

基本方針１ 自然環境の保全 

 国定公園の鈴鹿山脈や南西部丘陵地の里山地帯，伊勢の海県立自然公園に指定されて

いる伊勢湾に沿った海岸，豊かな水辺環境を有する鈴鹿川など，本市の自然は，山から

海まで変化に富み，豊かな緑の空間を形成しています。こうした自然は，景観だけでな

く水源の涵養，雨水の調整など環境を保全する役割を果たすとともに，生物多様性を保

全する機能を有しています。しかしながら，都市化が進展し，経済的に豊かで便利な生

活が浸透する一方で，こうした自然の機能が減尐しつつある中，自然と人を含めた生物

が共生して生きていることを認識し，自然を保全していく取組みが求められています。 

 農地については，本市の場合，鈴鹿川をはさんで海側には水田が広がり，山側は茶や

さつきなどの畑作地帯となっています。農地は，農作物を生産する場ではありますが，

ふるさと景観の形成や遊水機能，生物が生育・生息する場といった環境を保全する機能

も併せてもっています。こうした自然と同じような働きに着目した農地の保全や活用に

ついての対策を推進します。 

市内には多様な自然環境が残されています。子どもから大人まで多くの市民が，身近

な自然にふれ親しむことのできる場を確保する取組みが求められています。また，市民

自らが環境づくりに取組むきっかけとなるように，自然についてのイベントや学習機会

の充実，啓発活動を通して市民意識の醸成に努めます。 

（施策の策定等に係る基本方針） 

第７条 環境の保全形成に関する施策の策定及び実施は，基本理念にのっとり，

次に掲げる事項を基本として，各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ，総

合的かつ計画的に行われなければならない。 

（１）人と自然の共生のため，大気，水，土壌等環境の自然的構成要素を良好

な状態に維持，保全，回復を図るとともに，生態系の多様性の確保，野生生物

の種の保存その他の生物の多様性の確保に努めること。 

（２）人と人が共生できる社会の構築のため，人と自然にやさしい，うるおい

とやすらぎのあるまちづくりを推進すること。 

（３）資源及びエネルギーの消費抑制及び有効利用を図ることができる循環型

社会を構築すること。 

（４）自発的及び体験的学習を重視した環境の保全形成に関する教育及び学習

機会の提供に努めること。 
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施策１ 森林・海岸・水辺環境の保全 

森林や里山，川，ため池などは，動物や植物等の生態系の確保を含めた環境保全の観

点を配慮して保全し整備することに努め，適正に管理にします。海水浴場として美しい

砂浜が続く鼓ヶ浦や千代崎海岸などの海岸については，貴重な生物を保護し，良好な景

観の維持保全に努めます。また，自然とのふれあいや憩いの場として，関係機関や環境

団体，ボランティアと連携した美化活動を促進します。 

 

施策２ 農地の保全・活用 

高齢化による担い手不足等により，農地の面積は減尐しています。農業振興地域内の

優良農地を確保・保全する一方で，耕作されない遊休農地や耕作放棄地の対策を推進し

ます。また，有機質肥料を利用した減肥・減農薬栽培など環境に負荷を与えない農業を

推進します。 

 

施策３ 自然環境とのふれあい 

親水性に配慮した水辺の整備や緑道・散策路の整備により，生活空間の変化によって

減尐してきた自然環境とのふれあいの場を創出する取組みを進めます。また，自然と親

しむことで環境づくりへのきっかけとなる自然観察会などのイベントや学習会を開催す

る他，市民グループが実施する環境保全の取組みを支援することによって，自然環境と

ふれあう機会の充実を図ります。 

 

基本方針２ 生物多様性の保全 

 平成 22 年 10 月に名古屋で生物多様性条約第 10 回締約国会議が開催されたことで，

生物多様性についての認識が高まっています。世界の人々が生物多様性の保全に向けて

一歩踏み出そうとしている中，本市でも地域の特性を踏まえて生物多様性に配慮した取

組みを進めていく必要があります。 

 平成 16 年度から 3 年間実施した本市の自然環境調査では，多くの希尐種を含む 7,704

種におよぶ動植物が記録されました。また，三重県レッドデータブック 2005 掲載種の

うち，準絶滅危惧種以上にランクする 239 種の生育・生息が確認された他，昆虫類では

ハバビロコケシマグソコガネ，トウカイニンフジョウカイが新種記載されるなど，本市

は，多様な自然環境に多くの希尐種を含む多様な生物が生育・生息している生物多様性

に富んだ自然豊かなところであることが証明されました。 

 近年では都市化の進行に伴い，里地里山や水辺環境などの生物の生育・生息環境が減

尐してきているとともに，市内のため池などで多く見られるオオクチバスやブルーギル

といった外来生物の食害により，これらの口より大きく成長したコイやフナ類しか生存

していないという偏った魚類相を形成するなど，在来の固有種の生態系に強い影響を与

え，絶滅のおそれが懸念されています。 

 豊かな生態系は，それを構成しているすべての生物の生活基盤であり，様々な恩恵を
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もたらしてくれます。こうしたことから，動植物の生育・生息空間を保全することで，

生物多様性の確保を図ります。また，外来生物の繁殖による環境への課題に対して，在

来の生物や自然に悪影響を及ぼす外来種の調査や啓発活動に努めます。 

 

施策１ 動植物の生育・生息の環境の保全 

市内に生育・生息する生物調査を引き続き行い的確な情報を把握するとともに，自然

豊かな公園や里地里山など生態系に富んだ地域で，生物の生育・生息空間を確保する取

組みを進めます。また，本市で作成した自然報告書を活用した生物多様性の学習や啓発

活動を行うとともに，モニタリングや調査活動を実施できる人材の発掘を図り，市民が

主体となって生態系調査・保全活動を担うことができる体制づくりを推進します。 

 

施策２ 在来種保護の推進（外来生物対策） 

 外来生物は，在来種を捕食したり，生息場所を奪ったりするなど在来種の生態系に悪

影響を及ぼしています。外来種に関する情報収集や調査を行うとともに，外来生物を捨

てたり，逃げ出したりしないように注意喚起を図るなど，飼い主の意識やマナーの向上

を図る啓発に取り組みます。 

 

 

【基本目標２】生活環境の保全と創造 

基本方針１ 健全な生活環境の保全 

 本市は，自動車産業をはじめとする多くの企業誘致により，伊勢湾岸地域有数の内陸

工業都市として発展してきました。市内には多くの工場や事業所が立地し，幹線道路が

幾つも通過しています。工場や事業所，自動車等から発生する排気ガス，振動，騒音に

ついては概ね基準を満たしており，状況に即して適切な対応を講じていきます。 

水環境については，公共下水道等排水対策の整備が進むとともに事業所の環境管理意

識の高まりによって，公共用水域の水質は改善されてきており，現在，市内の主要河川

の水質については，概ね基準を満たしています。生活排水対策の推進，事業所に対する

法令遵守，指導等によって，今後も水環境の維持改善を図ります。 

 近年では，建設工事の騒音やペットのふん害などの苦情が増えています。こうした近

隣関係のトラブルは，個人の感覚による一時的なケースが多く，法令等による対応より

も，マナーやモラルによって解決することが望ましいと考えられます。生活上のマナー

やモラルについての意識を高める啓発に努めます。 

 また，東日本大震災以降，不測の緊急事態に対しての準備や行動が課題となっていま

す。環境汚染等による災害を未然に防止する環境管理のシステム，危機管理の体制づく

りが課題となっており，その対応が求められています。 
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施策１ 大気環境の保全 

大気については，定期的に二酸化窒素，浮遊粒子状物質，ダイオキシンの測定を実施

し監視活動を続けます。事業所から発生する大気汚染の原因となる物質を抑制するため，

ばい煙発生設備については，県と連携して指導します。また，自動車から発生する大気

汚染の原因となる物質を抑制するため，アイドリングストップ運動の推進や低公害車，

低燃費車の普及促進に努めます。 

 

施策２ 水環境の保全 

生活排水の浄化を図るとともに公共用水域の水質改善に向けて，公共下水道と農業集

落排水の整備，合併処理浄化槽の設置促進に取り組みます。事業所の排水対策について

は，水質調査によるモニタリングを続け，規制基準に基づいて指導します。また，主要

河川の定期的な水質調査による監視活動についても引き続き実施し，鈴鹿川については

広域的な取組みとして鈴鹿川浄化対策促進協議会で水質の保全を図ります。 

 

施策３ 騒音・振動・悪臭の防止 

 事業所における騒音振動発生設備や自動車から発生する騒音・振動については，監視

活動を行うとともに，測定を実施するなど規制基準に応じた指導を行います。深夜飲食

店等の営業騒音については，苦情の内容に応じて改善に向けて指導します。悪臭発生設

備においては，測定を行うとともに監視を続け，改善を図ります。 

 

 施策４ 近隣環境問題への対応 

 建設工事の騒音やペットの鳴き声などの近隣騒音，飼犬等のふん害，空き地の雑草，

野外焼却といった苦情が恒常的に寄せられています。こうした近隣で発生する苦情の問

題は，生活マナーの一部であり，「隣近所に迷惑をかけない」「環境に気を配った生活を

心がける」といったモラルの向上を図る啓発活動を進めます。 

 

 施策５ 環境リスクへの対応 

 災害や事故など不測の緊急事態に備えて，環境被害を回避，または最小限に留めるた

めに，危機管理体制を充実することが求められています。万が一，緊急事態が発生した

場合に，適切な処置や迅速な情報伝達などの応急対応が速やかに実行できるように包括

的な体制づくりを図ります。 

 

基本方針２ 快適な生活環境の創造 

 街の中にある公園や緑地は，わたしたちの生活にやすらぎやうるおいを与えてくれる

格好の場です。本市の都市公園は，県営の鈴鹿青尐年の森をはじめ，鈴鹿フラワーパー

ク，石垣池公園などの都市基幹公園や海の見える岸岡山緑地，鈴鹿川河川緑地などの都

市緑地，住居近くの歩いていける公園など，平成 23 年 3 月末現在，市内に 322 箇所あ
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ります。快適な生活空間，緑の拠点として都市公園の整備を図るとともに，幹線道路や

公共施設から身近な住まいに至るまでまちの緑化を推進していきます。 

 近年では，人々の志向が量的充実から質的充実に移行する中，地域独自の自然や歴史・

文化が醸し出す良好な景観を守り活かす取組みが展開されています。本市においても，

鈴鹿山脈から伊勢湾に至る地形的変化がもたらす多様な自然景観や，旧東海道や伊勢街

道沿いの歴史的まちなみをはじめとする歴史的・文化的景観など景観資源に恵まれてい

ます。こうした本市特有の良好な景観を保全し活用するために策定された景観計画に基

づいて，良好な景観づくりに向けた取組みを促進します。 

 日常生活の中での基盤となる道路交通に関しては，現在，市民の移動手段として自家

用車の依存度が高いことなどから，一部，幹線道路では朝夕の通勤時間帯に交通渋滞が

発生しています。一方で，市内で運行されている鉄道やバスのいずれの利用者数も減尐

傾向にあります。公共交通機関の活用や道路交通対策の推進による快適な生活環境づく

りを促進します。 

 

施策１ 公園・緑地の整備 

都市公園は，環境の保全，災害発生時における避難場所，休息・遊びの場，景観向上

など多くの機能を有しています。まちの貴重な緑空間として公園の整備を進めるととも

に，まちを魅力あるもの，緑豊かなものとするため，道路や住宅地，公共施設など多面

的に緑化の推進に取組みます。また，緑化イベントの実施等緑に親しむ機会の提供によ

り，緑の保全や緑化について市民意識の向上に努めます。 

 

施策２ 良好な景観の形成 

自然や公園，水田といった緑の風景や歴史・文化遺産のまちなみや寺院・神社など，

それぞれの地域の個性や景観特性を配慮し，良好な景観を阻害する建物等の建築などの

行為を制限することで，それぞれの地域らしさが感じられる景観づくりを進め，市民が

主体となって取組む景観づくりを支援します。 

 

施策３ 道路交通対策 

市内の地域特性や道路交通の現状を踏まえ，円滑な道路交通網の整備を促進するため，

幹線道路の渋滞緩和策や公共交通機関の利便性向上を推進します。また，アイドリング

ストップの普及や低公害車の導入促進，パークアンドライドなど，環境に配慮した対策

に努めます。 
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【基本目標３】低炭素社会（地球温暖化対策）の推進 

基本方針１ 温室効果ガスの削減 

人間の社会経済活動の進展に伴い，ＣＯ２をはじめとする温室効果ガスの排出量が増

大し，大気中の温室効果ガス濃度が高まり地球温暖化が進行しています。このまま地球

温暖化が進めば，気候変動や生態系の変化，異常気象による自然災害の増加，海面水位

の上昇，食糧生産や水資源などにも重大な影響を及ぼすおそれがあります。地球温暖化

は，私たちの暮らしにも重大な影響が及ぶことから市民の関心は高く，市民アンケート

でも地球温暖化問題への関心が最も高く（72.9％），また，最優先して取り組むべき環境

問題であるとの回答も最も多く（40.3％）なっています。 

温室効果ガスの排出量削減に向けて，電力や燃料のむだな消費はしない，「もったいな

い」の意識をもって使用するといった節約を心掛ける省エネルギーの取組みを進め，市

民への啓発を積極的に進めます。また，本市では全庁をあげて環境管理の一環として省

エネルギーに取り組んでいますが，事業所における環境管理システムの促進を図ります。 

地球温暖化は，地球規模の大きな問題ではありますが，一人ひとりが日常生活で環境

に配慮した取組みを実践していくこと，こうした一人ひとりの地道な積み重ねが効果と

なって現れてくるものだと考えられます。地球温暖化防止の啓発活動やイベントを充実

させていくとともに，今後は，市域を対象に市民と事業者，行政が，それぞれの立場か

ら協働で取組む地球温暖化対策が求められています。 

 

施策１ 省エネルギーの推進と関連する産業の支援 

本市においても，事業所としてエコオフィス活動を推進して適正冷暖房温度の設定や

省エネルギー機器導入等の取組みを実施していますが，家庭においても身近に取組める

電気・燃料等の節約方法や緑のカーテンなど省エネ対策を広報やイベントを通して啓発

を進めます。事業所に向けては，省エネルギーや温室効果ガス削減対策として環境マネ

ジメントシステムの導入を支援します。また，省エネ・高効率型機器の導入を促進し，

省エネルギー関連の産業に関する研究や支援策について検討していきます。 

 

施策２ 温暖化防止活動の推進 

温室効果ガス削減の実践活動として，市民を対象にＣＯ２の削減効果や節約効果を把

握する環境家計簿づくりに取り組みます。環境月間やクールビズ，ウオームビズの期間

には，温暖化の防止や環境に配慮したライフスタイルを推進する啓発活動やイベントを

実施する他，公民館や学校等での環境学習を支援し環境意識の醸成を図ります。また， 

本市の市域を対象に，日常生活や事業活動によって排出される温室効果ガスの抑制削減

に向けて，市民，事業者，行政が協働で取り組む対策を推進していきます。 
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基本方針２ 新エネルギーの導入 

本市では，平成 16 年度に鈴鹿市新エネルギービジョンを策定しました。「地域からの

地球温暖化防止」を基本理念に，地域の自然や社会に根差した新エネルギーを導入し活

用，温暖化防止に寄与する産業の集積，エネルギーから考える地球温暖化防止の３点を

基本方向として，新エネルギーの取組みを進めています。 

新エネルギーの導入に関しては，太陽光発電設備を市役所本庁舎や新しい消防庁舎等

に設置し，清掃センターには廃棄物発電設備を設置しています。また，市民を対象に太

陽光発電設備の設置補助やクリーンエネルギー自動車の購入補助等によって導入促進を

図り，資源やエネルギーの節約に向けた地球温暖化防止の啓発を行っています。産業関

係では，産学官の連携による燃料電池の研究開発等に取り組んできています。 

東日本大震災や震災による原子力発電所の事故によって，今後は，地球温暖化防止だ

けでなくエネルギー確保の観点からも，再生可能エネルギーの比率を高めていくことや

自立分散型のエネルギーを創出していくことが求められています。 

 こうしたことから，太陽光発電設備やクリーンエネルギー自動車等新エネルギーにつ

いては，今後も普及促進していくとともに，産学官の連携による新エネルギー関連産業

の育成を図ります。また，安全なエネルギーとして期待の高まっている新エネルギーを

地域で創出する取組みを進めていく必要があります。 

 

施策１ 新エネルギーの導入促進 

 環境への負荷が尐ない安定的なエネルギーへの転換をめざし，新エネルギーの公共施

設への導入を推進します。家庭や事業所については，普及啓発活動を中心に新エネルギ

ーの導入を促進します。また，大規模集中型のエネルギー供給から自立分散型の需給構

造へと変換が図られることが考えられる中，地域におけるエネルギー創出の取組みにつ

いて検討を進めていきます。 

 

施策２ 新エネルギーに関連する産業の支援 

新エネルギーに関連する産業の育成を推進するため，産官学の連携を強化してパート

ナーシップが構築できるよう情報交換や交流の場の充実を図ります。また，新エネルギ

ーなど環境に配慮した産業への取組みが，市内の企業において人材，アイデア，技術，

ノウハウ，設備などを開拓・創出し，地域産業振興のきっかけとすることができるよう

支援策の検討を行います。 

 

 

【基本目標４】循環型社会の構築 

基本方針１ ４R 活動の推進 

 本市ではごみの４Ｒ活動（Reduce「リデュース」・物は使えるうちはできるだけ長く

使う，Reuse「リユース」・繰り返し大切に使う，Recycle「リサイクル」・再生利用する，
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Refuse「リフューズ」・必要な物だけ買う）を推進することで，ごみの減量化やリサイク

ルを進めてきています。また，平成 20 年 9 月からは，ごみの排出を抑制するためにレ

ジ袋削減（有料化）・マイバッグ運動を開始しました。平成 22 年度のごみの総排出量は

69,319ｔで，平成 18 年度以降減尐しています。一人一日当たりのごみの排出量も本市

の場合，962ｇと全国平均の 994ｇを下回っていますが（平成 21 年度），こうした取組

みを実施することで，一層の減量化を推進します。 

 ごみの資源化やリサイクルの取組みについては，循環型社会形成推進基本法や家電リ

サイクル法等により取組みが進められています。本市では，紙類や空き缶，空き瓶，ペ

ットボトル，衣類を資源ごみとして収集してきましたが，平成 22 年度に容器包装プラス

チック処理施設が完成し，現在ではプラマークの入った容器についてもリサイクルして

います。また，各家庭から出る資源ごみを集団回収した場合に奨励金を交付する資源ご

み回収活動奨励金事業の実施により市民のリサイクル意識の向上に努めています。こう

した取組みによる本市の平成22年度の資源化量は18,387ｔ，資源化率は26.5％ですが，

限られた資源を有効に利用，活用するためにもリサイクルの推進に取組んでいきます。 

 

 施策１ ごみ減量化の推進 

 ごみとなる物の発生を抑制するために，レジ袋削減（有料化）・マイバッグ推進運動を

実施していきます。また，ごみ減量を推進する店や事業者，グループを認定することで，

消費者と販売店・事業所・市民グループ，市が一体となってごみの発生抑制と減量を図

ります。家庭から出る生ごみについては，生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入費の助

成により発生を抑えるとともに食材の適量調理やエコクッキング等の情報提供等啓発活

動を進めていきます。 

 

 施策２ リサイクルの推進 

 紙類や衣類等は資源ごみとして収集しリサイクルしていますが，平成 22 年４月からは，

容器包装リサイクル法に定めるプラスチックごみも収集後，手選別により再資源化を図

っています。こうした不燃物リサイクルセンターでの事業，家庭から出るごみを集団回

収した場合に奨励金を交付する資源ごみ回収活動奨励金事業，リサイクルくるくる市場

といった不用品のリサイクル事業やリサイクル情報の提供等を推進することで，資源の

有効活用を啓発し資源化率の向上を図ります。 

 

基本方針２ ごみの適正処理 

 ごみの収集は，現在，「燃やせるごみ」，「燃やせないごみ」，「有害ごみ」，「プラスチッ

クごみ」，「資源ごみ」，「粗大ごみ」を 10 種類 16 分別にして収集しています。こうした

ごみ（粗大ごみを除く）は，それぞれ地域ごとに指定された日にごみ集積所で収集され

ています。粗大ごみ（家電リサイクル法対象電化製品，パソコン等は除く）については，

集積所方式による収集方法ではなく，戸別有料収集で収集しています。こうしたごみの
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分別を徹底するために，ごみ収集のカレンダー，集積所看板の設置等により啓発を行っ

てきていますが，必ずしも万全な状況ではなく，特に資源ごみの持ち去りに対しては，

厳しく対処しているところです。 

 また，道路や河川，事業用地等への不法投棄苦情件数は，平成 22 年度 150 件と年々

減尐していますが，あとを絶たない現状にあります。本市の不法投棄対策連絡会議を中

心に関係機関が一体となって対策を講じていく必要があります。ごみの野外での焼却は，

法律で禁止されているものの，例年発生しており，違法な行為に対しては指導の徹底を

図ります。 

 ごみ処理施設のうち，不燃物リサイクルセンターについては，ＰＦＩ方式で２期整備

事業が進められてきましたが，平成 22 年３月に容器包装プラスチック処理棟が完成，翌

23 年３月に不燃・粗大ごみ処理棟が完成し，新しい不燃物処理施設として稼働していま

す。ごみの焼却施設である清掃センターについては，生活環境の保全と公衆衛生の向上

を図りつつ，施設を有効に活用するため効率的に維持運営していきます。 

 

 施策１ ごみ分別の徹底 

 本市ではごみを 10 種類 16 分別で収集していることから，「家庭ごみの分け方・出し

方とごみ収集カレンダー」を全戸に配布し，ごみの分別収集について理解いただき業務

を進めています。また，認定ごみ袋制度やごみ集積所看板の設置，ごみの啓発冊子の作

成によりごみを適正に処理する取組みを進めます。平成 21 年度以降に，ごみの集積所か

ら資源物を持ちさる行為が多発しており，こうした行為に対しては，警察と連携してパ

トロールを強化し，持ち去り行為者の取り締まりに努めます。 

 

 施策２ 不法投棄・野外焼却の防止 

 ごみの不法投棄に対して本市や警察，自治会等関係機関で構成する不法投棄連絡会議

を中心にパトロールや監視活動の強化，不法投棄監視カメラの設置等による防止対策を

実施します。また，市道等の市の管理地を対象にしたまちかど美化推進事業や不法投棄

に関するパンフレットの配布等啓発を推進していきます。野外焼却については，法律に

より規制されていることや環境への影響を及ぼすことなど情報提供を行うことで防止に

努め，違法な焼却行為に対しては指導をしていきます。 

 

 

【基本目標５】環境教育・学習の充実 

基本方針１ 環境教育・学習の推進 

環境に配慮した取組みを身近なところから進め，目標環境像を実現していくためには，

子どもから大人まで一人ひとりが環境問題への理解を深めることが大切です。全ての世

代の環境問題に対する意識を高めるため，環境教育・環境学習の内容の充実を図るとと

もに，学習の機会を数多く提供できるよう努めていきます。また，情報を分かりやすく
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発信し，環境学習への積極的な参画を促していきます。 

環境学習の取組みを進めていく上で重要となるのは，次世代を担っていく子どもたち

の意識です。将来にわたって環境保全行動に主体的に取り組み，環境を大切にする心を

子どもたちに育ませるために，家庭や学校，地域などあらゆる場面において，環境教育・

環境学習の推進を図っていきます。 

 

施策１ 環境教育・学習の推進 

学校や地域において，より多くの環境学習の機会が提供できるよう，三重県地球温暖

化防止活動推進センターをはじめとする関係団体や事業者などとの連携・協力による環

境講座の開催を推進するとともに，参加体験型講座の実施など学習内容の充実を図りま

す。また，環境啓発イベントを実施するとともに，環境関連以外のイベントにも参画し，

環境学習の機会の提供を図ります。 

 

施策２ 情報発信の充実 

環境学習や環境保全活動への積極的な参加・協力を促すため，実施に関する情報を広

報紙，ケーブルテレビ，コミュニティＦＭ，ホームページ，メールマガジンなど様々な

メディアを活用し，発信します。また，環境問題への理解を深めるため，日常生活での

環境に配慮した取組みや実践の成果など身近な情報の分かりやすい発信に努めます。 

 

施策３ 環境マネジメントシステム（EMS）活動の導入促進 

市の環境活動の継続性・スパイラルアップをめざし，環境マネジメントシステムの事

業者・各種団体等への導入を促進します。 

 

基本方針２ 協働による取組み 

環境教育・環境学習を推進していくためには，学習の機会の提供を増やしていくこと

が大切であり，市民，事業者，行政があらゆる場面を通じて，それぞれの協働や連携に

より取組みを進めていく必要があります。市民，事業者，行政が相互に信頼，理解し，

パートナーシップの構築が図れるような情報交換や交流の場の充実を図るとともに，そ

れぞれが環境保全活動に主体的に取組むことができるような仕組みづくりを推進してい

きます。 

また，環境教育・環境学習の機会を増やしていくためには，環境学習や環境保全活動

を指導・サポートする人たちの協力が不可欠です。環境教育活動を支える人材の育成や

登録制度，家庭，学校，地域が一体となった活動支援体制づくりなどに取組んでいきま

す。 
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施策１ 市民参画による環境保全活動の支援 

環境保全活動を推進していくためには，市民の参画が不可欠なことから，環境問題に

対する意識啓発に努め，市民の積極的な参画を促すとともに，交流・研修を目的とした

活動への支援に取組みます。 

また，市民や事業者の役割や行動などを明確にし，それぞれが主体的に地域の環境づ

くりに取組むことができるような仕組みづくりを推進します。 

 

施策２ 人材育成と確保 

学校や地域で環境学習や環境保全活動を進めていくうえでは，学習の機会を増やして

いくことが大切であり，活動の企画・運営・指導などを担うことができる人材の育成支

援に取組むとともに，学校や事業所・関係団体との連携により，登録制度の構築や相互

派遣など活用を図っていきます。 
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６章 計画の推進 

6-1 計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては，市民・事業者・行政の協働・連携により，計画に盛り込

まれた施策の推進に取組んでいきます。 

鈴鹿市環境審議会においては，施策の取組みの進行管理について点検・評価を行うと

ともに，その結果に基づいて市の取組みや施策の見直しなど提言を行います。 

また，本市の推進体制としては，鈴鹿市環境マネジメントシステム（Suzuka－ＥＭＳ）

に基づく環境管理委員会において，施策の進捗状況や目標の達成状況についての分析・

評価や施策の推進についての検討を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

環境 

審議会 

（目標環境像） 

豊かな環境のまち 鈴鹿 

子どもたちにつなぐ持続可能な社会をめざして 

鈴 鹿 市 

市 長 

環境管理 
委員会 

各 課 

協 働 

市 民 

事業者 

国・県・他自治体・関係機関など 

取組 取組 取組 

諮問 

答申 

参画 

参画 

連携 

連携 

連携 

連携 
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6-2 各主体の役割 

 各主体（行政，市民，事業者）の環境配慮に関する役割を整理する。 

１ 行政 

市は，この基本計画に示された施策の内容に沿って，環境保全に関する取組みを推

進していくことを責務として，目標環境像の実現に向けて全力で取り組んでいきます。 

環境保全に関する取組みを推進していくためには，市民や事業者との連携が必要不

可欠であり，三者の協働のもと，目標環境像の実現に向けて取り組んでいきます。 

また，市は自らも事業者として，その事業活動において，省エネルギーや省資源，

廃棄物の削減やリサイクルの推進，エコ製品の購入，新エネルギー設備の導入など環

境への負荷の軽減に率先して取り組む必要があります。 

本市では，市の事務事業における温室効果ガス削減の率先行動計画として，「鈴鹿市

事務事業地球温暖化対策実行計画」を制定するとともに，本市独自の環境マネジメン

トシステムである Suzuka－ＥＭＳにおいて計画の進行管理を行い，環境に配慮した

取組みを推進していきます。 

 

２ 市民 

  市民は，これまで述べてきたあらゆる環境事業に関わる環境保全，復元，調査，改

善，検証など，市や自治会，地域の団体が行う環境保全活動に積極的な参加が望まれ，

環境に関する知識と理解を深め，自ら何ができるかを考え，かつそれを実践していく

ことが期待されています。 

省エネ，リサイクル，清掃活動，ごみの分別から地球温暖化対策，低炭素社会への

生活様式への移行に至るまで，可能なことを実践することは目に見える形となり，次

世代への環境学習への啓発にも繋がるものと思われます。 

  各主体との連携と協力が必要です。 

 

３ 事業者 

  事業者はさまざまな法規制のなかで，法を遵守し，より良い製品･サービスを提供す

るとともに，環境負荷の低減に向け自主的，積極的に取組むことが期待されます。ま

さしくＣＳＲの推進が求められます。 

また，ＩＳＯ14001 等，環境マネジメントシステムの導入に努めるとともに，環境

保全に配慮した事業活動の積極的な展開，地域における環境保全活動等への積極的な

参加や支援が期待されます。 
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6-3 進行管理 

本市では，この基本計画に示された施策の進行管理をＰＤＣＡサイクルの手法を用い

て，計画的な推進と継続的な改善を図ってきました。 

平成 15年 1月にＩＳＯ14001認証を取得したことを機に，環境に関する施策をより効

果的，継続的に推進させるため，施策の進行管理を環境マネジメントシステムに取り入

れることを検討し，平成 17年度から全ての施策の進行管理を行ってきました。 

さらに，平成 20 年度からはＩＳＯ14001から本市独自の環境マネジメントシステムで

ある Suzuka－ＥＭＳへの移行を行い，運用しています。Suzuka－ＥＭＳにおいては，

ＰＤＣＡサイクルのＰＬＡＮ＝計画に相当する部分として，毎年，所属ごとに事業を整

理し，実施施策の詳細やスケジュール等を明確にし，施策の計画的な実施を図っていま

す。 

また，環境に関する施策が新たに計画される場合には，施策を柔軟に進行管理に取り

入れ，実施中の施策については点検・見直しを行い，常に実行計画の各種施策が最新･

最適なものとなるよう改善を図っていきます。 

 

 

 

 



 

 

 

 あ 行  

 

アイドリングストップ 

自動車が停車している時にエンジンを停止すること。不必要なアイドリングをやめることによ

り，燃料の節約や排気ガスの排出抑制につながる。 

 

維管束植物 

体内に維管束（根・茎・葉を通じて発達した通道組織）をもつ植物群の総称。具体的には，シ

ダ植物および種子植物（裸子植物，被子植物）をいう。 

 

インセンティブ 

人の意欲を引き出すために外部から与える刺激のこと。 

 

温室効果ガス 

温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のこと。京都議定書では，二酸化炭素，メタン，

一酸化二窒素のほか HFC類，PFC 類，SF6が削減対象の温室効果ガスと定められた。 

 

 か 行  

 

合併処理浄化槽 

汚水(水洗便所に限る)を厨房汚水等の雑排水と一緒にして，処理する方式の浄化槽。 

 

環境基準 

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音に係る環境上の条件について，それぞれ，人

の健康を保護し，生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。 

 

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 

組織が自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり，環境に関する方針や目標等を自ら設

定し，これらの達成に向けて取り組んでいくための組織内の体制や手続きなどの仕組み。 

 

環境リスク 

人の活動によって加えられる環境への負荷が，環境保全上の支障を生じさせるおそれ（人の健

康や生態系など環境への影響を及ぼす可能性）のこと。 

 

クリーンエネルギー自動車 

天然ガス，メタノール，電気などを動力源とした自動車。新エネルギーの一つとして，従来型

用語説明 



エネルギーの新利用形態の中に分類されている。 

 

クールビズ・ウォームビズ 

冷暖房温度の設定といった温暖化防止のための呼びかけに沿った環境のもとで，身だしなみを損な

うことなく，快適に過ごせるような夏季・冬季のファッションスタイル。 

 

 さ 行  

 

再生可能エネルギー 

エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネルギー源を利用することに

より生じるエネルギーの総称。具体的には，太陽光，風力，水力，地熱，太陽熱，バイオマスな

どをエネルギー源として利用することを指す。 

 

里地里山 

居住地域の近くに広がり，農業生産など様々な人間の働きかけを通じて自然環境が維持，形成

されてきた地域。森林，農地，ため池，草地等で構成されており，多様な動植物の生息・生育場

所となっている。 

 

市街化区域 

すでに市街化を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化すべき区

域で，道路や下水道など市街化整備の基盤となる都市施設の集中的な整備を図り生活環境を整え

る区域である。 

 

市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域で，市街化を促進するような都市施設の整備は原則として行わない。

ここでは，自然景観の保全や農林業の振興に努めることにしている。 

 

循環型社会 

廃棄物等の発生を抑制し，廃棄物等のうち有用なものを循環資源として利用し，適正な廃棄物

の処理をすることで天然資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会。 

 

新エネルギー 

太陽光，風力，地熱などの再生可能エネルギーのほか，廃棄物利用などによるリサイクルエネ

ルギー，燃料電池やクリーンエネルギー自動車などの従来型エネルギーの新利用形態などからな

るエネルギーの新しい概念。 

 

水源の涵養 

樹林，落葉と土壌の働きにより，降水を効果的に地中に浸透させ，緑のダムとして，長期にわ

たり貯留･流下する機能。 



 

スパイラルアップ 

ＰＤＣＡサイクルにおいて，Act（改善）を Plan（計画）に反映させ，螺旋を描くように業務を

継続的に改善し，向上させること。 

 

生物多様性 

地球の長い歴史の中では，多様な生き物が生まれ，さまざまな環境に適応して進化してきたが，

これらの生命は一つひとつに個性があり，全て直接に，間接的に支えあって生きているという生

き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生態系の多様性，種の多様性，遺伝子の多様性という

3つの考え方からなる。 

 

 た 行  

 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン等の有機塩素化合物。ごみ焼却による燃焼などにより発生

し，毒性を有する。水に溶けにくく，他の化学物質や酸，アルカリにも簡単に反応せず，安定し

た状態を保つことが多い。 

 

低炭素社会 

社会の隅々まで環境に対する配慮と技術が浸透し，従来からの技術や新しい革新的技術の普及

により，環境保全と両立しながら豊かな生活と経済成長が確保できる社会。 

 

都市計画区域 

都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域。具体的には，市町村の中心の市

街地を含み，かつ，自然的・社会的条件，人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して，

一体の都市として総合的に整備，開発，保全する必要がある区域。 

 

 な 行  

 

燃料電池 

天然ガスやプロパンガス，メタノールを改質し水素を生成し，酸素と化学反応させて，発電す

る方法。 

 

農業集落排水 

農業集落からのし尿，生活雑排水または雨水を処理する施設。主として集落を単位とした小規

模分散システムであるため，処理水が農業用水などとして集落内で反復利用され，地域の水環境

の保全に役立つ。 

 

 は 行  



 

廃棄物発電 

ごみを焼却する際の「熱」で高温高圧の蒸気を作り，その蒸気でタービンを回して発電する。 

 

パークアンドライド 

自動車を駅やバス停周辺の駐車場に停めて(Park)，電車やバス等の公共交通機関に乗り換えて

もらう(Ride)ことで，自動車利用を抑制するための方策。 

 

浮遊粒子状物質 

大気汚染物質のひとつで大気中に浮遊する粒径 10 ミクロン(0.01mm)以下の粒子。鉱山採掘，

トンネル工事，工場，自動車などから排出される粉じんや煤じん，道路粉じん，砂じんなどから

なる。 

 

 ま 行  

 

緑のカーテン 

ヘチマなどのツル性植物を建物の外側に生育させて，建物の温度上昇を抑制する省エネルギー

の手法。壁面緑化。 

 

 ら 行  

 

レッドデータブック 

日本に生息または生育する野生生物について，生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を評

価し，その種について生育状況や減少要因等を取りまとめたもの。 

 

 アルファベット等  

 

ＢＯＤ 

Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）の略。水中の有機汚濁物質を分解する

ために微生物が必要とする酸素の量。 

 

ＣＳＲ 

企業の社会的責任。企業は社会的な存在であり，自社の利益，経済合理性を追求するだけでは

なく，市民や地域，社会の利益や環境への配慮等の様々な要請に応え，より高次な社会貢献を自

主的に行うべきであるという考え方。 

 

ＤＯ 

Dissolved Oxygen（溶存酸素量）の略。大気中から水に溶け込んでいる酸素の量。 

 



ＩＳＯ１４００１ 

環境マネジメントシステムの国際規格。環境に関する経営方針や計画を立て，実施し，点検し，

是正するという手順を体系的，継続的に実行していくことにより，企業等の組織が環境に与える

影響を改善するためのしくみ。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

事業において，Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の 4つの段階を繰り

返すことによって，業務を継続的に改善していく手法。 

 

ＰＦＩ 

Private Finance Initiative 公共施設の建設，維持管理，運営を民間の資金，経営上のノウ

ハウ及び技術的能力を活用して，より効果的，効率的に行おうとする手法。 

 

ｐＨ 

potential Hydrogen（水素イオン指数）の略。物質の酸性，アルカリ性の度合いを示す数値。 

 

ＳＳ 

Suspended Solids（浮遊物質）の略。水中に浮遊又は懸濁している直径 2mm 以下の粒子状物質。 
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 井田 輝門 ＮＰＯ法人すずかのぶどう 

副会長 市川 雄二 
財団法人日本自然保護協会自然観察指導員 
環境省希少野生動植物保存推進委員 

 伊藤 素近 
鈴鹿商工会議所 
(有)伊藤総合コンサルタンツ代表取締役 

 片山 弘子 市民公募委員 

 北川 友代 鈴鹿市生活学校 

 菅瀬  勝 三重県地球温暖化防止活動推進員 

 杉崎  護 市民公募委員 

 谷口 智雅 三重大学人文学部特任准教授 

会 長 朴  恵淑 三重大学副学長 人文学部文化学科教授 

（50音順，敬称略） 

 

 


	【１】【20120327】【本編】表紙　目次.pdf
	名称未設定

	【２】【20120327】【本編】鈴鹿市しあわせ環境基本計画案
	【３】【20120327】【本編】用語集
	【４】【20120327】【本編】環境審議会委員

