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環境管理マニュアル改訂履歴 

 

改訂№ 

 

 

改訂内容 

 

 

改訂手続き 

 

１ 全項目（予行審査） 

改訂日： 1998/05/19 

施行日： 1998/05/26 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

２ 全項目（初動審査） 

改訂日： 1998/07/30 

施行日： 1998/08/06 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

３ 
全項（本審査） 

環境方針 1998/08/14 制定 

改訂日： 1998/09/01 

施行日： 1998/09/08 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

４ 
一次改定 

全項目 

改訂日： 1999/09/27 

施行日： 1999/10/04 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

５ 
二次改定 

全項目 

改訂日： 1999/12/14 

施行日： 1999/12/14 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

６ 

4.2  

4.3.1  4.3.2  4.3.3  4.3.4 

4.4.1  4.4.2  4.4.3  4.4.6 

4.5.1  4.5.4 

改訂日：2001/06/05 

施行日：2001/06/05 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

７ 

（更新審査） 
EM-1.1 

EM-1.2  適用範囲の変更 

EM-3   表 3.1 の No14 を追加 

EM-4.2  環境方針の一部変更 

EM.4.3.1 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、表

4.3.4 の変更 

EM-4.3.2 表 4.3.2-2 の変更(自主基準の変更) 

EM-4.3.3 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、表

4.3.3-2 の変更 

EM-4.3.4 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、表

4.3.4 の変更 

EM-4.4.1 体制及び責任の変更  

（大学院研究科委員会、大学院研究科教務委員会、ISO 学生委

員会顧問、施設運用責任者を追加） 

EM-4.4.6 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、表

4.4.6 の変更 

EM-4.4.7 表 4.4.7 に食堂を追加。 

EM-4.5.1 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、表

4.5.1 の変更 

改訂日：2001/08/09 

施行日：2001/08/09 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 
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改訂№ 改訂内容 改訂手続き 

８ 

EM-4.4.1  体制及び責任の変更 

           (2 の(1)の②に他の責任に関わりなくを追加) 

EM-4.4.3  コミュニケーションの変更 

           (3 の(6)を追加) 

図 4.4.3 情報伝達フローの変更 

EM-4.4.5  文章管理の変更 

           (1 の①と②に環境管理マニュアルを追加) 

           (３を追加) 

EM-4.5.1  表 4.5.1 の法規制対策を自主監視項目に変更 

EM-4.5.2  不適合並びに是正及び予防処置の変更 

           (２を追加) 

EM-4.5.4  環境マネジメントシステム監査の変更 

(1 を変更) 

改訂日：2001/09/26 

施行日：2001/09/26 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

９ 

EM-4.3.4 表 4.3.4 を変更 

EM-4.4.5 ４.管理文書の見直しの変更 

EM-4.5.1  2.監視・測定のための機器についての変更 

EM-4.6   サイトトップによる見直しの変更 

      (１を変更) 

改訂日：2001/12/13 

施行日：2001/12/13 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

10 

EM-1.1  新学科の設立に伴い変更 

EM-1.2  関連会社の変更に伴い表 1.2-1 を変更 

EM-3   表 3.1 に害虫を追加 

EM-4.3.1 非定常時及びサイト内の施設の増築に伴い表 4.3.1

を変更 

EM-4.3.2 サイト内の施設の増築に伴い表 4.3.2 を変更 

EM-4.3.3 サイト内の施設の増築に伴い表 4.3.3.-1 を変更 

新学科の設立に伴う人数の増加により表4.3.3.-2を

変更 

EM-4.3.4 新学科の設立に伴う人数の増加により表 4.3.4 を 

変更 

EM-4.4.1 サイト内の施設の増築に伴い図 4.4.1 を変更 

EM-4.4.2 フィールド演習室の開室に伴い表 4.4.2 を変更 

EM-4.4.6 サイト内の施設の増築に伴い表 4.4.6 を変更 

EM-4.4.7 フィールド演習室の開室に伴い表 4.4.7 を変更 

EM-4.5.1  サイト内の施設の増築に伴い表 4.5.1 を変更 

改訂日：2002/06/25 

施行日：2002/06/25 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

11 

EM-1.2  関連会社の名称変更に伴い表 1.2-1 を変更 

EM-4.2  用語を変更 

EM-4.3.1 部室を部室(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 1 階を含む)、プレハブを 

プレハブ 2 階に名称を変更 

EM-4.3.3 部室を部室(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 1 階を含む)、プレハブを 

プレハブ 2 階に名称を変更 

EM-4.3.4 分別ゴミ箱を資源回収 BOX に変更 

EM-4.4.1 部室を部室(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 1 階を含む)、プレハブを 

プレハブ 2 階に名称を変更 

環境に関する主要な責任と権限のサイトトップを

変更 

EM-4.4.6 部室を部室(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 1 階を含む)、プレハブを 

プレハブ 2 階に名称を変更 

分別ゴミ箱を資源回収 BOX に変更 

EM-4.5.1 部室を部室(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 1 階を含む)、プレハブを 

プレハブ 2 階に名称を変更 

分別ゴミ箱を資源回収 BOX に変更 

改訂日：2002/07/26 

施行日：2002/07/26 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 
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改訂№ 改訂内容 改訂手続き 

12 

EM-4.3.2 騒音規制法について自主基準値を変更 

EM-4.5.1 境界線騒音測定について変更 

排出水質測定について変更 

薬品の仕様について変更 

緑地保全・廃棄物処理について所管施設の明確化に

伴い変更 

改訂日：2002/10/30 

施行日：2002/10/30 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

13 

EM-4.3.1 再燃焼焼却炉の休止に伴い適用しないため変更 

EM-4.3.2 再燃焼焼却炉の休止に伴い適用しないため変更 

EM-4.3.3 再燃焼焼却炉の休止に伴い適用しないため変更 

EM-4.3.4 再燃焼焼却炉の休止に伴い適用しないため変更 

EM-4.4.6 再燃焼焼却炉の休止に伴い適用しないため変更 

EM-4.4.7 再燃焼焼却炉の休止に伴い適用しないため変更 

EM-4.5.1 再燃焼焼却炉の休止に伴い適用しないため変更 

改訂日：2002/12/20 

施行日：2002/12/20 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

14 

EM-4.3.1 体制及び責任の変更に伴い、表 4.3.1 の変更 

EM-4.3.3 体制及び責任の変更に伴い、表 4.3.3-1 の変更 

EM-4.4.1 図 4.4.1 を変更（ISO 事務次長を追加、講義・研究棟を

講義・研究棟(研究室・学生室)、講義・研究棟(一般教室・

ﾄｲﾚ・教員控室)、講義・研究棟（事務室・学生厚生施設）

の 3 施設に分割、部室（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 1 階を含む）の「（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

1 階を含む）」を削除、プレハブ 2 階の「2 階」を削除）

表 4.4.1 を変更 

EM-4.4.6 体制及び責任の変更に伴い、表 4.4.6 の変更 

EM-4.5.1 体制及び責任の変更に伴い、表 4.5.1 の変更 

改訂日：2003/05/02 

施行日：2003/05/02 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

15 

EM-1.1    「特色ある大学教育支援プログラム」の採択に伴い、

変更 

EM-4.3.1 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、   

表 4.3.1 を変更 

EM-4-3.2 健康増進法の施行に伴い、表 4.3.2-1 を変更 

EM-4.3.3 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、  

表 4.3.3-1,表 4.3.3-2 を変更 

EM-4.3.4 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、表

4.3.4 を変更 

EM-4.4.1 ISO 広報委員会設置に伴い、図 4.4.1 を変更 

EM-4.5.1 新マネジメントプログラムの作成に基づいて、  

表 4.5.1 の変更 

改訂日：2004/04/01 

施行日：2004/04/01 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

１６ 

 

ISO 14001:2004 年版改訂（JIS Q 14001：2004 年版改訂） 

に伴い整合のため全面改訂 

 

 

 

 

 

 

 

改訂日:2005/06/01 

施行日：2005/06/01 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

 

 

 

１７ 

 

 

 

 

 
ISO 14001:2004 年版改訂（JIS Q 14001：2004 年版改訂） 

に伴い整合のため一部再改訂 

(内部監査指摘内容レビュー改訂) 

 

 

 

 

改訂日:2005/08/09 

 

施行日：2005/08/09 

 

起案者：環境管理責任者 

 

決裁者：サイトトップ 
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改訂№ 

 

 

改訂内容 

 

 

改訂手続き 

 

 

18 

 

EM-4.4.3  サイト外の利害関係者等へ環境情報を伝 

      達する方法を明らかにするため 4.(1).(2)

項を設け変更 

EM-4.4.5  外部文書の管理方法を 8.項に定め変更 

（定期サーベイランス所見対応に伴う改訂） 

改定日：2005/11/24 

施行日：2005/12/14 

起案者：環境管理責任者 

決済者：サイトトップ 

 

 

  19 

EM-4.3.2 表 4.3.2-1 法規制登録表レビュー変更 

 

EM-4.3.3 目的、目標及び実施計画 

平成 19～21 年度の目的・目標レビュー設定 

 

（2007 年更新審査対応等に伴う改訂） 

 

改定日：2007/7/18 

施行日：2007/7/18 

起案者：環境管理責任者 

決済者：サイトトップ 

 

 

20 

ＥＭ-4.3.3 表 4.3.3-1 配慮事項と関連表へ推進施策 

欄を追加併記し変更 

ＥＭ-4.4.1 「その役割、責任及び権限を定め、文書

化し、周知するため」を追加し変更 

（３）環境管理責任者の業務へ改善のための提案報告

を追加し変更 

ＥＭ-4.4.5 文書管理へ識別可能、発行前の関係者等

による審議・承認、文書の変更及び改定識別、適切

な版の必要な時所で使用可能、な旨を追加し変更 

ＥＭ-4.5.3 「規格、運用手順、法規制及びその他の

要求事項への不適合」「必要な変更の環境マネジメ

ントシステムへの反映」を追加し変更 

ＥＭ-4.5.5 1 項「前回の」を「前回までの」、「に基づ 

いた」を「を考慮に入れた」へ変更 

ＥＭ-4.6 マネジメントレビュー 

 4.6.4 項へ「へ加え得る変更に関する、あらゆる決

定及び処置」へ追加し変更 

 

（2007 年更新審査所見対応に伴う改訂） 

 

改定日：2008/3/24 

施行日：2008/3/24 

起案者：環境管理責任者 

決済者：サイトトップ 

21 

 
ＥＭ-4.3.1 ３項を「環境マネジメントシステムを確立

し、････確実に考慮に入れるものとする」へ変更（Ｊ

ＩＳ文面に合わせる） 

表 4.3.1 情報の公開及び活用へ ISO 広報委員会を追記 

ＥＭ-4.3.2 毒物及び劇物取締法、騒音規制法（横浜

市環境管理計画）を該当へ、自主基準欄を補足し変更 

健康増進法の県条例を追記 

ＥＭ-4.3.3 表 4.3.3.1 に情報の公開及び活用へ ISO

広報委員会を追記 

表 4.3.3 の(8)情報の公開及び活用での管理責任者を

ISO 広報委員長へ変更 

ＥＭ-4.4.1 図 4.4.1 の環境委員会へ ISO 学生委員会

（代表）を追記 

（3）部会①へ「あるいは広報委員会」、（４）ISO 広

改定日：2009/7/23 

施行日：2009/7/23 

起案者:環境管理責任者 

決済者：サイトトップ 
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報委員会②ヘ「サイトトップが･･･置くことが出来る」

を追記 

表 4.4.1 の組織へ ISO 広報委員会を追記、該当事項に

○◎を付記 

ＥＭ-4.4.5 6 項に「下線を付して」を挿入 

9.外部文書の管理の 3 項へ「審査機関からの審査報告

書等（審査関係書類含む）」を挿入 

ＥＭ-4.4.6 表 4.4.6 の実行部門長の欄へ ISO 広報委

員長欄を追加し実施事項の該当内容へ○◎を付記、

（8）項情報の公開及び活用で ISO 広報委員長は◎、 

ISO 事務局長は○とした 

ＥＭ-4.5.1 表 4.5.1「環境関連 web サイトの構築」、 

「環境関連情報の共有」の所管部会欄を ISO 事務局と 

ISO 広報委員会とを併記 

生ゴミ堆肥化の推進デコンポストの設置（設備更新検

討継続中）を付記 

ＥＭ-4.5.2 3 項（４）に（指示書を含む）を追記挿入 

ＥＭ-4.5.5 ２項（１）７月、１２月を７～９月、１

２月～２月へ変更 

 

(2008 年定期サーベイランス所見対応･環境委員会に

於ける環境管理責任者の ISO 広報員会関係提案･環境

管理部会長の答申等に基づく改訂) 

 

学校名称変更等に伴う用語改訂（環境管理マニュアル全般） 

「武蔵工業大学」→「東京都市大学」 

http://www.yc.musashi-tech.ac.jp→ 

         http://www.yc.tcu.ac.jp 

２２ ＥＭ-1 

表 1.2-1 関連会社名称、人員数、責任者名をレビュー 

表 1.2-2 関連会社名称をレビュー 

ＥＭ-4.3.3 目的、目標及び実施計画 

 平成 22～24 年度の目的・目標レビュー設定 

改定日：2010//7/7 

施行日：2010/7/7 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

２３ 

 

ＥＭ 

全て訂正 

学部名称変更等に伴う用語改訂 

「環境情報学部」→ 

「環境学部」 

 環境創生学科、環境マネジメント学科 

及び 

「メディア情報学部」 

 社会メディア学科、情報システム学科 

EM.4.3.3 平成 25 年度~27 年度目標設定 

改定日：2013//4/1 

施行日：2013/4/1 

起案者：環境管理責任者 

決裁者：サイトトップ 

２4 

 

ＥＭ-4.3.2  目的・目標の平成２８年度～３０年度を 

  4.3.2   追加 
改定日：2016/4/1 

施行日：2016/4/1 

決裁者：サイトトップ 
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 ２５ 

 

 

 

 

 

２６ 

 

ＥＭ 

全て訂正 

ＪＩＳＱ14001：2015 年版に準拠して全面的に改訂 

（箇条番号他） 

 

 

ＥＭ 

JACO による審査での是正指示により改訂 

改定日：2016/10/1 

施行日：2016/10/1 

決裁者：サイトトップ 

 

 

 

改定日：2017/11/1 

施行日：2017/11/1 

決裁者：サイトトップ 

 

２７  

JACO による審査において、指導されたことによる改訂 

（別表作成により全面的に改訂） 

 

改定日：2019/4/1 

施工日：2019/4/1 

決裁者：サイトトップ 

２８ ・JACO による審査での是正指示により改訂 

・環境管理部会の廃止に伴う改訂 

改定日：2020/4/1 

施工日：2020/4/1 

決裁者：サイトトップ 

   


