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「想定する姿」 調査手法 

 現状 2020 年 2050 年  

駅そば人口比率 ６３％ 都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

の公表にあわせて

調整 

７５％ 

市の統計人口から推計 

（人口密度） ７９人/ha ８５人/ha 

低炭素ﾓﾃﾞﾙ地区 ― ２地区程度 ― モデル地区数 

ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

駅そば生活圏の構築 

環境局 

総務局 

住宅都市局 

緑政土木局 

低炭素モデル地区の形成 ～地区・街区で低炭素な基盤整備を行う～ 

 しくみの検討 

  都心部、既存、新規地区など（先進地区でのノウハウを活用） 

 低炭素地区の計画 → モデルの構築 → 促進・普及 

  グリーンインフラストラクチュア整備 

地域でのエネルギーの管理 

都市廃熱、未利用エネルギーの導入 

低炭素カーのカーシェアリングなど 

建物の省エネ化 

機器・設備の超省エネ化 

成果の見える化 ～地区・街区の QOL 向上等を「見える化」する～ 

評価・支援制度の検討・構築 

   表彰制度 

   QOL の評価指標 

情報共有・モデル的事業促進(民間)  → 事業展開・普及 

地域まちづくりの支援 

低炭素な街づくりの支援 

   地域で低炭素化に取り組むための検討とそのルールづくりの支援

ここでは、第 3 章にある 3 つの生活の将来ごとのロードマップ上に掲げる施策と、それを主に

担当する部局、そして第 2 章で示した「想定される姿」を進行管理上の目標として整理しました。

(１)駅そば生活 
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環境基盤作多様なりょｋ  

ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

土地利用の誘導等 

住宅都市局 

都心の開発とあわせた緑地の保全 

 都市再生特別地区制度の運用 → 活用促進 

   良好な緑地の保全を評価して都心部での開発時に容積率を緩和

空地の整序･集約のしくみ等の検討  

 手法の検討  

   空地の整序・集約手法導入の可能性検討 

                        → 集約した土地の活用促進 

空地・空家の増加への対応策の検討 
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「想定する姿」 調査手法 

 現状 2020 年 2050 年  

緑被率の改善 ２５％ ２７％ ４０％ 緑の現況調査（５年ごと） 

１人あたり都市公園等面積 
９.４㎡ 
(2010 年) 

１０㎡ ― 都市公園等の面積の集計

緑化地域制度によって確保さ

れた緑の面積(累計) 
２５ha 

(2008 年) 

３７５ha 
(2018 年) 

― 
緑化地域制度による面積

の集計 

ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

風土を生かした低影響開発の普及 

環境局 

住宅都市局 

緑政土木局 

上下水道局 

現状把握と新環境基盤 

 現状把握・市民理解の検討→モデル事業 

→開発における低影響化の促進

   浸透適地マップ・生態系サービスの利用の状況とあり方の検討など 

   低炭素モデル地区での検討 

→ 既存インフラ活用(運河・広幅員道路) 

風水都市軸(風の道)の検討 

 モニタリング・手法検討 → 風の道の再生事業        

健全な水循環・土壌づくり 

 環境基盤づくりの検討 → 健全な水循環、土壌づくり 

   流域としての健全な水循環、地域間連携策の検討 

水循環等に寄与する土壌づくりの研究・検討 

(２)風水緑陰生活 
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ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

緑陰街区･緑陰街路づくり 

緑政土木局 

環境局 

住宅都市局 

風格のある緑陰街区・街路の形成 

 緑化地域制度の活用 、公共施設の緑化 

 公民連携の地域緑化検討        → 緑陰街区の形成

まとまった緑化形成（駐車場の活用など） 

 最先端緑化技術モデル事業 

 緑のカーテン事業 → 拡大およびしくみの整備 

幼稚園・保育園、学校、家庭への普及策の検討 

その他（植木等）家庭で簡易に取り組める緑化の推進 

道路空間活用 

 緑陰街路モデルの展開 → 展開のしくみ検討  

緑と水の回廊づくり 
緑政土木局 

環境局 

住宅都市局 

森・川そばの緑地形成促進 

 回廊の設定 → 方策の手法検討 → 回廊の形成 

里山･鎮守の森の保全･回復･活用 

緑政土木局 

環境局 

保全・回復 

 保全配慮地区の設定 → 保全・回復のしくみ検討 → 推進

樹林地等維持管理のしくみ（市民推薦制度など） 

里山・農地の多様な活用 

 検討 → モデル事業の展開 → 普及・拡大 

   市民菜園と生ごみ堆肥化、多様な市民農園の展開・確保、 

体験農園の設置など 

   地域の歴史的資源をいかしたまちづくりの推進 
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「想定する姿」 調査手法 

 現状 2020 年 2050 年  

自動車分担率 

(自動車利用率) 
４２％ ― ２５％  

次世代自動車 

(保有ベース) 
1％ １２％ １００％ 車検の登録情報より算出 

市内主要地点 1 日(平日)

あたり自動車交通量 
147 万台 
(2009 年) 

１３０万台 
(2018 年) 

― 
市の統計調査 

(45 地点双方向) 

市内鉄道及び市バス 1 日

あたり乗車人員合計 
227 万人 
(2009 年) 

２３７万人 
(2018 年) 

― 市の統計調査 

エコドライブ 
3 割 

(2006 年) 
８割 １０割 エコドライブアンケート 

ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

道路空間の活用などによる歩行者・自転車シフト 

緑政土木局 

総務局 

住宅都市局 

環境局 

道路空間の活用による徒歩・自転車シフト 

 みちまちづくりの推進 

歩行者空間・自転車等の走行空間の検討・整備 

街区の魅力形成のしくみづくり 

   ゆとりある歩行者空間の形成 

コミュニティサイクルなど新たなしくみづくり 

 事業化の検討 

公共交通機関の利便性向上 

総務局 

交通局 

住宅都市局 

公共交通の利便性向上 

 桜通線の延伸 

IC カード乗車券の普及 

   マナカ導入、相互サービス実施 

次世代型公共交通のしくみ検討 

 次世代型公共交通のしくみづくり 

   ちょい乗りバス、BRT など 

(３)－１ 低炭素「住」生活 ～くるま～ 
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ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

かしこい自動車利用の促進 

環境局 

総務局 

住宅都市局 

低炭素カーへのえこひいき 

 率先導入 

   EV、PHV、バイオディーゼル車等 

 優遇策の検討 

 低炭素カーのカーシェアリング  →  展開  →  拡大

官公庁、公共施設などでのモデル実施 

利用環境整備 

 EV、PHV モデル展開   →  駐車場等への充電設備の整備

燃費の向上 

 エコドライブの推進 

   「エコドライブ１０のすすめ」啓発 

   エコドライブマイスター認定制度等 

都心部の自動車流入抑制 

 自動車流入抑制策の検討  →  導入 

   駐車マネジメント 

   パーク＆ライドの利用促進策 

   モビリティ・マネジメントの推進 など 
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「想定する姿」 調査手法 

 現状 2020 年 2050 年  

民生(家庭・業務)エネルギー

消費量 
１００ ８６ ５５ GHG 排出量調査 

次世代省エネ建築物 

延べ床面積(住宅、工場等除く) 
６％ ４３％ ８０％ 

省エネ法届出データ累積

延べ床面積 

二重サッシ等設置住宅 
１２％ 

(2008 年) 

３０％ 

(2018 年) 
― 

住宅・土地統計調査 
（５年ごと） 

エコライフ世帯(日々の省エネ

に常に取り組む世帯) 

4 割 
(2006 年) 

８割 １０割 エコライフアンケート 

エコ事業所認定件数(累計) ５７９件 ２,８００件 ― 累積認定件数 

中小事業所の訪問相談件数 
２０５件 

(2008 年) 
1５，０００件 ― 延べ訪問件数 

ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

環境先進モデル事業の推進 

環境局 

住宅都市局 

環境先進モデル事業の推進と「見える化」 

環境先進モデル事業の推進       → 順次拡大・普及

成果の見える化（P59 再掲） 

  評価・支援制度の検討・構築 

情報共有・モデル的事業促進（民間）等 → 事業展開・普及

建築物の環境性能表示による超エコ住宅・建築物の促進 

住宅都市局 

環境局 

エコ住宅・建築物の導入促進 

優遇措置の検討  →  優遇措置 

CASBEE 名古屋の見直し  →  推進 

   低炭素への評価 

   評価の重点項目の検討 

環境性能表示の普及  →  推進 

(３)－２－１ 低炭素「住」生活 ～すまい(住宅・建築物)・しごと～ 
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ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

次世代省エネ住宅･建築物の促進 
（高効率機器の導入含む） 

環境局 

住宅都市局 

次世代省エネ住宅・建築物の促進 

建築物の省エネルギー措置への指導・助言 

我が家の低炭素化 10 年計画プロジェクト 

省エネ住宅などの情報ツール 

省ｴﾈ住宅・ﾘﾌｫｰﾑ、省ｴﾈ家電・機器、自然ｴﾈﾙｷﾞｰ設備の情報 

   省エネに配慮した日々の生活情報 

 住宅に関する情報等の総合サービスの検討 

   住情報の一元提供 

 省エネ診断員の育成・活用 

   環境コンシェルジュ制度の活用、民間事業者との連携 

 工務店のネットワーク支援 

   設計・デザイン手法、建築工法・技術の情報共有 
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ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

低炭素トップランナー事業者支援 

環境局 

地球温暖化対策計画書制度の改正 

評価・公表制度の導入（条例改正） 

省エネルギーアドバイザーによる訪問相談の強化 

業態別省エネ対策虎の巻を活用した中小事業所の訪問相談 

中小事業所向け地球温暖化対策計画書任意制度の創設・運用 

任意制度の検討 

エコ事業所認定制度の強化 

ステップアップ制の導入 

環境・エネルギー分野における産業振興 

環境局 

市民経済局 

総務局 

住宅都市局 

産業振興ビジョンの推進 

推進 

次世代自動車・スマートエネルギーシステムの普及 

PV、PHV 等の研究開発・普及、ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの研究 

建築物の改修・新設を契機とした「緑の都市」化の促進 

エコリフォーム促進、風・水・緑のまちづくり支援 

生態系サービス関連産業の振興・育成 

木曽三川流域圏・県産材の利用推進 
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ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

低炭素型ビジネスの育成・支援 

環境局 

支援制度の充実 

金融機関による低利融資、環境格付け評価 

低炭素経営力評価（仮称）制度 

補助、融資等の支援制度の活用しやすいしくみづくり 

経済的手法の活用 

東海三県一市によるカーボン・オフセット促進 

「行政」自らも低炭素化！環境行動計画 

全局 環境行動計画の推進 

策定 → 推進 
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「想定する姿」 調査手法 

 現状 2020 年 2050 年  

エネルギー消費量 １００ ８７ ５０ GHG 排出量調査 

自然エネルギー等を全て

太陽光発電に置き換えた

場合の設置容量 

― ３７万 kW ３２２万 kW 

中部電力エリアでの太陽光

発電導入データ等を想定し

ていきたい… 

電力原単位の改善 0.452 0.370 ― 
中部電力グループ CSR 

報告書(環境レポート) 

ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

自然エネルギー導入目標としくみづくり 

環境局 

市民経済局 

導入支援 

目標の設定、普及策の検討  →  本格導入 

   住宅用太陽光発電・太陽熱利用設備補助の実施 

   中小企業への支援策を始めとする普及策の検討 

省エネ住宅普及支援 

建築物、公共施設での太陽光発電等の整備 

未利用地での活用策検討  →  事業展開  →  促進 

 公共施設等への率先導入（なごや環境行動計画） 

成果の見える化（P59 再掲） 

 評価・支援制度の検討・構築  →  普及 

廃棄物･バイオマス等の未利用資源利用の検討 

環境局 

住宅都市局 

上下水道局 

バイオマスタウンの推進 

飼料化、堆肥化の推進（食品および刈り草など） 

 バイオ燃料化の促進策検討  → 事業展開  → 本格実施

   剪定枝、廃食用油の活用・拡大 

 流域連携策の検討 

ごみの焼却廃熱の利用 

エネルギーシステムの検討→高効率発電設備の導入 → 稼働 

   清掃工場の建設・設備更新時での検討 

 地域でのあらたな熱利用 

(３)―３ 低炭素「住」生活 ～エネルギー～ 
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ロードマップに掲げる施策名 主に担当する局 

地域でのエネルギー利用・管理 

環境局 

住宅都市局 

エネルギーの面的利用、地域での管理の促進 

しくみ・指針の検討 →  モデル的開発の促進 →  普及

   低炭素モデル地区計画での検討 

   建物間エネルギー融通 

地域冷暖房・ネットワーク化の促進 

スマートエネルギーネットワークの構築と検証 

検討 → モデル開発での実証実験 → ネットワーク化

・低炭素モデル地区内での検討 

・地域型エネルギーネットワーク順次拡大

(４) 低炭素社会を支える協働パワー 

重点項目に掲げる施策名 主な担当部局 

低炭素なライフスタイル・ビジネススタイルの普及 
(循環型ライフスタイル等含む) 

環境局 

 

※ 低炭素なﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｲﾙは、上記３つの生活のﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟに含まれる 

ため、ここでは主に、循環型ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ等についての項目を掲載 

３R(リデュース、リユース、リサイクル)の普及・啓発 

発生抑制(ﾘﾃﾞｭｰｽ)：ﾚｼﾞ袋始め容器包装削減の取り組み 

再使用(ﾘﾕｰｽ)：ﾘﾕｰｽ家具の活用など使い捨て型ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの転換 

再生利用(ﾘｻｲｸﾙ)：「分別徹底」「集団資源回収等の利用」など 

環境教育・人材育成 

環境サポーター制度の拡充 

自然体験型環境学習プログラムの定着化（モデル事業⇒普及） 

大学生が活躍する場の拡充 

なごや環境大学・環境学習センター・環境科学研究所・保健所（環

境活動推進）の活用推進 

他の行政部署との協働・連携 環境局 

教育委員会 

住宅都市局 

緑政土木局 

上下水道局 

エコ・フレンドシップ事業（こども環境会議の実施） 

たがねランドの開催 

東山動植物園環境学習プログラム 

なごやの森づくりパートナーシップ連絡協議会 

なごやの水諸学校訪問授業 
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(１)計画の見直し 

本計画の進行管理については、毎年、温室効果ガスの排出量を部門別に調査・算出するとともに、

３つの生活の将来像に掲げる調査手法で「想定する姿」を点検していきます。 

本計画策定後 5 年を経過した時期を１つの節目とし、本計画全体の見直しを行います。削減目標

達成見込みの分析とともに、「想定する姿」およびその施策について評価・見直しを行い、その結果

を本計画に反映していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「想定する姿」での点検 

温室効果ガスの排出量の算出 

 

毎年 

「想定する姿」の評価 

 

5 年後 

削減目標(▲25％)達成見込み 

評価！ 

本計画の見直し 

・「想定する姿」の設定値等に対する評価・見直し 

・施策に対する評価・見直し など 

計画へ反映 

見直し後の 

「想定する姿」で点検

Plan 

Check！ 

Action！ 

Do！ 

Check！ 




