
第６章　環境保全に向けた県自らの取組み

　今日の環境問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済システムに起因し

ており、これを環境に負荷の少ないものへと変えていくことが求められている。県においても、

行政活動における環境への負荷を出来る限り低減していくたため、そして環境の保全や創造の

ための施策を計画的・積極的に展開するためには、環境に配慮したシステムを構築し、その円

滑な運用を図ることが重要である。

　県では、このシステム（環境マネジメントシステム）の国際規格である ISO14001 に沿ったシ

ステムの構築・運用を県本庁舎および議会庁舎において進め、平成 12 年 11 月 21 日に規格に適

合していることが認められた。（認証取得）

また、システム構築に先立ち、全庁的な取組みとしてに使用する紙や電気の削減等を目的と

した「環境保全率先実行計画」を平成９年３月に策定し、環境保全の推進に努めている。

１  ISO14001 の認証取得

(1)　目的

　県では、①環境の改善を目的とした施策の充実、②工事や事業による環境負荷の低減、③エ

コオフィス活動の推進を図るため、より充実した環境管理マネジメントシステムを確立するこ

ととし、平成 12 年度中に、本庁舎および議会庁舎を対象に国際的な環境管理システムである

「ISO14001」の認証取得することを目指し、作業を進めてきた。

　県が率先して ISO14001 の認証を取得することは、県の環境保全施策への信頼と理解の向上、

事務事業の効率化と経費の削減、県内の自治体や企業、県民による自主的な環境保全活動の促

進につながるものと期待されている。

(2)　取組み状況

　平成 11 年度は、県の各種の行政活動が環境に与える影響の調査を実施し、この調査結果をも

とに環境への影響が著しい事務事業について環境負荷の低減に向けた具体的な目的・目標を設

定するとともに、これら目的・目標を達成するための実施計画の策定、さらにシステム運営の

基本となる環境方針の決定、また、システムを管理するための管理推進体制の整備など一連の

作業を終了し、システム全体の構築を行った。また、知事をはじめ本庁の全職員に対して研修

を実施し、認証取得に向けて職員の意識の徹底を図ったところである。

　平成 12 年度には、システムの対象範囲内の県庁舎および議会庁舎の全職員に対して、システ

ムに関する研修を行い、システムの運用を開始した。８月には、内部監査員による監査を実施

しシステムの運用状況などをチェックし、取組みなどの是正を行った。さらにこれらの結果を

踏まえ、システムの見直しを 10 月に行った。これらの取組みについて、外部審査登録機関によ

る審査を９～11 月にかけて受け、平成 12 年 11 月 21 日に認証を取得したところである。

　認証取得後は、１年毎に外部審査登録機関による定期審査を受け、取組み状況の確認が行わ

れる。また、３年毎に更新審査を受け、必要に応じて目標等の見直しを行い、継続的に環境改

善に取り組んでいく。



≪ＩＳＯ１４００１に係る取組みの経緯≫

見直し
●毎年システムを見直し、継続
的に改善していきます。

計画
●環境方針に基づいて、目的・目標を
設定し、それらを達成するための具
体的な実行計画（環境マネジメント
プログラム）を作成します。
・複写用紙の使用量を平成 10 年度
比
  で 5％削減する。
・ダイオキシン濃度をのべ 204 検体
  

実施および運用
●実行計画に基づいて日々の環境マネジメント活動を行い、環境に悪い影響

を与えている要因の低減に努めます。

●環境マネジメント活動の実効性を確保するために、具体的な実行手段等を

示した文書を作成し、それに従って行動します。

　・手順書に基づき、両面コピ－の徹底、ミスコピ－用紙の再利用等を行う。

　・調査地点を選定し、調査を実施する。

基本方針
●環境方針をたて、環境に優しい
活動に取り組む決意をアピール
します。
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点検および是正処置
●プログラムが正しく運用され、目

的・目標が達成されたかを点検しま
す。

●不適切な点や不都合な点があれば
是正します。
・手順書どおり作業が行われてい
るか、紙の使用量が 5％減ってい
るか。

・２０４検体の調査が行われてい
るか。

≪システム運用フロー≫

１  システム構築の経過
(1)  認証取得の宣言（平成11年４月23日）
     知事がISO14001の取得を目指すことを宣言
(2)　全職員参加の研修の実施（平成11年8月18日～8月27日）
(3) 計画の策定作業（平成11年8月～平成12年3月）
　①  環境影響等調査
　　・環 境 側 面 調 査          　　　環境に負荷を及ぼす事業または環境改善を目的とする事業を特定
　　・環境改善事務事業調査　　　環境改善を目的とする事業について、具体的な改善要素を特定
　　・エコオフイス基礎調査　　　電気、紙の使用等、オフィス活動に伴う環境負荷の実態を把握
　　・法的およびその他の　　　　環境に負荷を与える側面のある事業について、環境関連の法令
　　　　　　要求事項の調査　　　等により規制を受ける内容を把握
② 環境影響評価

　　　環境に負荷を及ぼす事業について、負荷の程度を評価
③ 目的・目標の検討

　　　調査および評価の結果に基づき、環境負荷を低減し、環境改善を継続的に実施するための目的・目
標を検討

④ プログラム、手順書の検討（目標を達成するための責任、手段、日程等の検討）
(4)　システムの確立・決定（平成12年3月28日）
　　　環境政策推進会議で審議を行い、このたび、環境方針および目的・目標を策定するとともに、環境

管理推進機構を設置

２  システムの運用と認証取得までの経過
(1)  システムの運用
     システムの着実な運用に向けて、全職員が参加する全体研修を４月中下旬に実施し、４月24日から

システムの運用を開始
(2)　認証取得までのスケジュール
　①　４月24日にシステムの運用開始
　②　８月１日～７日に内部監査を実施
　③　10月10日～11日に外部審査登録機関による事前審査を受審
　④　10月30日に事前審査の結果を踏まえシステムの見直しを実施
　⑤　11月６日～７日に登録審査を受審
　⑥　11月21日に環境判定委員会により認証の登録が決定



≪システムの主な内容≫

 

１  環境方針

      「環境と調和した社会づくり」を基本理念とし、以下の取組みを推進することを宣言

       ・大気、水環境等保全対策の推進

       ・廃棄物対策の推進

       ・自然との共生

　     ・地球環境問題への対応

       ・快適な生活環境の実現

       ・環境の保全と創造に向けての積極的参加

２  目的・目標（130項目）

      個々の影響は軽微であっても、県庁全体としてみた場合に影響が大きいと認められるものを含め、環境

負荷の低減や環境改善に実効性のあるきめ細かな目的・目標を設定。

　　　以下、主な目標は次のとおり

　　　○  大気、水環境等保全対策の推進

・ダイオキシン類に係る調査研究体制の確立

○ 廃棄物対策の推進

・ ごみ減量化・リサイクル日本一に向けて、一般廃棄物の減量化とリサイクルを推進

・ 生ごみや家畜排泄物等の有機性資源の利用促進

・ 産業廃棄物の減量化に関する技術開発と研究の推進（チップ、石炭灰等）

　　　○　地球環境問題への対応

・ 地域における温暖化対策の推進

・イベントや会議等参加者への自家用車使用の自粛の呼びかけ

　　　　・ふくいサマ－エコスタイルの定着促進

　　　　・新エネルギ－導入に当たって、雪に関する技術開発を推進（地中熱融雪、雪冷熱利用システム）

　　　○　環境の保全と創造に向けての積極的参加

　　・子ども環境会議やふくい子ども環境セミナ－を開催し、環境学習を推進

　　　　・市町村や企業におけるISO14001の認証取得の取組みを促進

 　　　　（公共工事）

　　　　・環境配慮の「ガイドライン」を策定し、環境に配慮した公共工事を設計施工

　　　　・建設副産物の再利用促進のため、ストックヤ－ドの整備を推進

　　　　・ISO14001モデル工事を実施し、環境配慮の公共工事の施工を促進

 　　　　（エコオフィス活動）

      　・複写用紙使用量を10％削減（10年度：122ｔ）

　　　　・古紙配合率100％の複写用紙を100％使用（10年度：30％）

　　　　・水使用量を4％削減（10年度：42千ｍ3）

 　   　・電気使用量を1％削減（10年度：1,193ＭWh）

　　　　・公用車燃料使用量を5％削減（10年度：123kl）

　　　　・可燃ごみを30％削減

      　・印刷物の再生紙利用率の80％達成（10年度：13％）

　　　　・リサイクルユニフォ－ムの計画的導入

　　　　・低公害車の計画的導入



環　境　方　針

１　基本理念

　美しい緑と清らかな水に恵まれたふるさと福井の環境は、郷土の人々が長い年月にわ

たって大切に守り育ててきたものであり、将来の世代へ引き継ぐべき貴重な財産です。

　しかしながら、資源とエネルギーの大量消費に支えられた今日の私たちの生活や事業

活動は、廃棄物の増大や化学物質による環境汚染を引き起こすとともに、地球温暖化や

オゾン層破壊など地球全体の環境に大きな影響を及ぼすようになっています。

　恵み豊かな地域、さらには生きるものすべての生存の基盤である地球の環境を守って

いくことは、現在の私たちに課せられた重大な責務であり、このため、これまでの生活

様式や社会経済システムを改め、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築

することにより、「環境と調和した社会づくり」を進めます。

２　基本方針

　基本理念を念頭に、県自らの活動による環境負荷の低減に努めるため、また、行政と

して環境の保全と創造に関する施策を着実に推進するため、環境マネジメントシステム

を構築し、次の取組みを率先して推進します。

　(1) 大気、水環境等保全対策の推進

　(2) 廃棄物対策の推進

　(3) 自然との共生

　(4) 地球環境問題への対応

　(5) 快適な生活環境の実現

　(6) 環境の保全と創造に向けての積極的参加

　　以上の取組みについて、環境目的・目標を定め、その実現を図り、定期的に見直すこ

とにより、継続的な改善を進めます。

　環境関連法令、協定およびその他の合意事項を遵守するとともに、環境汚染の未然防

止を図ります。

　　この環境方針を全職員に周知徹底するとともに、広く公表します。

　　平成１２年３月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井県知事　栗　田　幸　雄



２  福井県環境保全率先実行計画

(1)　概要

　この計画では、実施期間を平成９年度から 13 年度の５年間とし、①消費活動における環境へ

の配慮、②建築物の建設に当たっての環境への配慮、③建築物の管理に当たっての環境への配

慮、④公共工事に当たっての環境への配慮、以上の４つの項目について、可能な限り数値によ

る環境負荷削減目標を掲げ、目標達成に向けて計画の推進を図っている。

＜環境保全率先実行計画の構成および概要＞

Ⅰ．消費活動における環境への配慮
　　　紙の削減　　　　○再生紙の利用拡大等により、バージンパルプ使用量を平成７年度比で15％削減する。
　　　　　　　　　　　○使用済み用紙の裏面利用等により、紙類使用量を平成７年度比で 10％削減する。
　　　節水　　　　　　○節水機器の導入等により、水使用量を過去５年間（３～７年度）の平均値比で 10％

削減する。
　　　節電　　　　　　○省エネルギー機器の導入等により、電気使用量を過去５年間（３～７年度）の平均

値比で５％削減する。
　　　燃料使用の削減　○空調の適温化等により、冷暖房用燃料使用量を平成７年度比で 10％削減する。
　　　　　　　　　　　○必要最小限の自動車の選択等により、公用車の燃料使用量を平成７年度比で 15％削

減する。
　　　廃棄物の減量　　○ごみの分別回収の徹底等により、紙類のリサイクル率を 80％以上にし、可燃ゴミの

廃棄量を平成８年度比で 30％削減する。
　　　　　　　　　　　○瓶・缶等のリサイクルボックスの設置等により、不燃物の廃棄量を平成８年度比で

70％削減する。
　　　その他　　　　　○エコマーク商品等環境負荷の少ない製品の利用拡大を図る。

Ⅱ．建築物の建設に当たっての環境への配慮
　　　省資源　　　　　○熱帯雨林木材を使用した合版型枠材使用削減等を図る。
　　　省エネルギー　　○太陽光等自然エネルギーの導入や、建築物の高断熱化に努める。
　　　その他　　　　　○建設廃棄物の排出抑制、環境負荷の少ない施行法の採用、汚染物質の排出抑制など

を推進する。

Ⅲ．建築物の管理に当たっての環境への配慮
　　　省資源・省ｴﾈﾙギｰ ○節電や節水等を推進する
　　　環境汚染の防止　○ばい煙発生施設や水質汚濁施設の適正管理やフロン等の回収・適正処理を推進する。
　　　緑化等　　　　　○敷地の緑化や美化等に努める。

Ⅳ．公共工事に当たっての環境への配慮
　　　建設廃棄物の　　○平成 12 年度に建設廃棄物の予想発生量の 10％弱を抑制する。
　　　排出抑制　　　　○平成 12 年度に建設廃棄物のリサイクル率 80％、建設発生土のリサイクル率 70％に

する。
　　　生態系の保全　　○生物の生息環境の保全・保護等に努める。
　　　緑化等　　　　　○法面の緑化や街路樹の植栽等により、道路緑化済実延長を平成４年度比で平成９年

に 40％、将来的に 100％増やす。
  ○法面の再緑化率を、平成９年度末までに 30％、将来的には概ね 100％にする。

　　　　　　　　　　　○地域環境に調和した景観づくり等に配慮する。

Ⅴ．職員の環境保全意識の向上等
　　　研修等　　　　　○自治研修所において環境保全に関する研修を導入する。
　　　　　　　　　　　○地域の環境美化など環境保全活動に積極的に参加する。

Ⅵ．計画の推進体制の整備と実施状況の点検
　　　推進体制　　　　○推進責任者をおき、環境保全に関する率先実行の啓発に努める。
　　　進捗状況把握　　○推進責任者を通じて当計画の進捗状況を把握する。
　　　　　　　　　　　○当計画の進捗状況を環境白書等で公表する。



(2)　取組み状況

　平成 11 年度の取組み状況をみると、庁舎管理における燃料使用量や水使用量の削減について

は、目標値を達成するなど着実に成果が上がっている。しかし、電気使用量の削減など一部の

項目については、目標と実績の開きが大きくなっているものが見られる。（表３－６－１）

　平成 11 年度からは、職員一人ひとりが取り組み状況をチェックし、改善を行う「エコアップ

運動」の展開や両面コピーにかかる基準を策定するなど、目標達成に向けてきめこまかな取組

みを行ってきている。

　　表３－６－１　環境保全率先実行計画の実績

11 年度値
項　　　　目 目標値

（平成 13 年度） ９年度実績 10 年度実績 11 年度実績
基準年値

 バージンパルプ 44ｔ／年

　 の使用量削減
 15％削減 ３％削減 24％削減 59%削減

107ｔ／年

 紙類の 230ｔ／年

　
　
削
減

紙
類
の

　 使用量削減
 10％削減 １％削減 ３％削減 ７％削減

248ｔ／年

663 千ｍ3/年
 水使用量の削減  10％削減 ６％削減 14％削減 13％削減

760 千ｍ3/年
4950 万 kWh/年

 電気使用量の削減 　５％削減 ６％増加 ９％増加 11％増加
4440 万 kWh/年

 庁舎管理等に 3821kl /年
　 係る使用量

 10％削減 10％削減 15％削減 11％削減
4310kl /年

 公用車に 635kl /年

量
の
削
減

燃
料
使
用

　 係る使用量
 15％削減 ９％削減 ３％削減 10％削減

706kl /年
 紙資源の

　 リサイクル率
80％ 78％ 78％ 77％

 可燃廃棄物の 1533kg／日

　 排出量削減
 30％削減 ４％削減 22％削減

1977kg／日

 不燃廃棄物の 513kg／日

　
　
　
の
抑
制
等

廃
棄
物
発
生
量

　 排出量削減
 70％削減 ７％削減 35％削減

790kg／日

３　福井県庁地球温暖化防止実行計画（福井県庁エコオフィスプラン）

　平成 13 年３月に、地球温暖化対策推進法に基づき、これまでの環境保全率先実行計画を見

直し、新たに「福井県庁地球温暖化防止実行計画（福井県庁エコオフィスプラン）」を策定した。

（図３－６－２）



図３－６－２　福井県庁地球温暖化防止実行計画の体系

（福井県庁エコオフィスプラン）

第２　温室効果ガスの排出状況

　　１　電気および燃料使用量等の現状（平成１１年度）
・電　　気　　　　　　　　７５，７８３　　千Kwh
・燃　　料
　　ガソリン　　　　　　　　１，３４１　　　kl

　　　　　　　軽　　油　　　　　　　　　　６７０　　　kl
　　　　　　　灯　　油　　　　　　　　２，７８３　　　kl

Ａ重油　　　　　　　　　６，７０８　　　kl
　　　　　　　液化石油ガス（ＬＰＧ）　　　３１０　　　ｔ
　　　　　　　都市ガス　　　　　　　　　　　４３　　千 m3

　　　　　　　コークス　　　　　　　　　　　　１．８　ｔ
　　　　　　　ジェット燃料　　　　　　　　　８８　　　kl
　　　　　・水　　道　　　　　　　　　１，２４２　　千 m3

　　　　　・コピー用紙　　　　　　　　　２９８　　　ｔ
　　　　　・廃棄物発生量（可燃ごみ）　３，１４９　　㎏／日
　　　　　・廃棄物発生量（不燃ごみ）　１，４５８　　㎏／日

　　２　温室効果ガスの排出状況
　　　　　・二酸化炭素　　６０，４０７ｔ-CO2　　９７．２％
　　　　　・メ　タ　ン　　　　　８８０ｔ-CO2　　　１．４％
　　　　　・一酸化二窒素　　　　７８６ｔ-CO2　　　１．３％

・ﾊｲドﾛﾌﾙｵﾛｶｰボﾝ　　　　　５５ｔ-CO2　　　０．１％
　　　　　　総排出量　　　６２，１２８ｔ-CO2　１００．０％

第４　目標達成に向けた取組み

　　１　事業活動における取組み
　　（１）　省エネルギーの推進

①　電気の使用量削減
②　燃料の使用量削減

（２）　省資源の推進
①　水の使用量削減
②　用紙類の使用量削減

　　（３）　グリーン購入の推進
　　（４）　廃棄物発生量の抑制等
　　　　　　　①　可燃ごみの廃棄量削減
　　　　　　　②　不燃物の廃棄量削減
　　　　　　　③　廃棄物の適正処理

　　２　施設の建設および管理における取組み
　　（１）　省エネルギーの推進
　　　　　　　①　電気の使用量削減
　　　　　　　②　燃料の使用量削減
　　　　　　　③　新エネルギー等の導入
　　　　　　　④　断熱効果の高い施設建設の推進
　　　　　　　⑤　省エネルギー型器具の採用

（２）　省資源の推進
①　水の使用量削減
②　水利用の合理化等の推進
③　建設材料の使用削減等の推進

　　（３）　代替フロン等の排出抑制
　　（４）　緑化の推進

　　３　公共工事における取組み
（１）　環境に配慮した工事の設計・施工

第１　計画の基本的考え方

　　１　計画策定の背景
　　　　　・地球温暖化対策推進法（平成１１年４月施行）

地方公共団体が自ら出す温室効果ガス
の排出抑制等のための実行計画の策定
（地方公共団体の義務）

　　　　　・福井県庁地球温暖化防止実行計画の策定
　　　　　　　↓
　　　　　　策定後、環境保全率先実行計画を廃止

　　２　計画の目的
　　　　　法律８条に基づき、県の事務および事業に関し、
　　　　　温室効果ガスの排出の抑制等の取組みを行い、
　　　　　地球温暖化対策の推進を図る。

　　３　計画の対象とする温室効果ガス
　　　　　地球温暖化対策推進法で対象としている６物質

・二酸化炭素
・メタン
・一酸化二窒素
・ハイドロフルオロカーボン
・パーフルオロカーボン
・六ふっ化硫黄

　　４　対象部局
　　　　　・知事部局（本庁・出先機関）
　　　　　・企業庁　（本庁・出先機関）
　　　　　・教育庁　（本庁・出先機関・教育機関）

・議会事務局
・監査委員事務局
・人事委員会事務局
・地方労働委員会事務局

　　　　　・県　警　　（本部・警察学校・警察署）

　　５　対象事務
　　　　　対象部局が実施するすべての事務・事業
　　　　　ただし、他者に委託等をして行う事務・事業を
　　　　　除く。

　　６　計画の期間
　　　　　平成１３年度から平成１７年度までの５か年

　　７　計画の見直し
　　　　　実績、技術の進歩等を踏まえ、必要に応じ
　　　　　見直しを行う。

第３　温室効果ガスの削減目標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準年度　平成１１年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標年度　平成１７年度

　　１　直接効果がある取組みの目標
（１）　電気使用量　　　　　　　　　　　３％削減
（２）　燃料使用量

①　公用車等に用いる燃料使用量　　５％削減
　　　　　　　　　（ガソリン・軽油）

②　冷暖房等に用いる燃料使用量　　４％削減
（灯油・Ａ重油・液化石油ガス(LPG)・都市ガス等）

　　２　間接的に効果がある取組みの目標
　　　　　（１）　水道使用量　　　　　　　　　　１０％削減
　　　　　（２）　複写用紙使用量　　　　　　　　１０％削減
　　　　　（３）　廃棄物の減量
　　　　　　　　①　可燃ごみ廃棄量　　　　　　　２０％削減
　　　　　　　　②　不燃ごみ廃棄量　　　　　　　５０％削減

　　３　温室効果ガスの総排出量に関する目標　　３．５％削減

第５　計画の推進体制等

　　１　推進体制
　　　　　・環境政策推進会議にて推進
　　　　　・各所属等に、環境推進責任者、環境づくり推進
　　　　　　員の設置
　　２　職員に対する研修等
　　　　　・自治研修所における研修
　　　　　・環境マネジメントシステム運用研修の活用
　　３　実施状況の点検・公表
　　　　　・推進責任者を通して四半期毎に進捗状況を把握
　　　　　・進捗状況を環境白書等で公表


