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（１）会議の開催経過と審議の概要報告

１   低炭素都市なごや戦略実行計画協議会委員名簿

２   開催状況と審議の概要
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３  審議の概要

　協議会委員・部会委員の皆さまには、お忙しいなかお時間を割いていただき、たくさんの貴重な
ご意見をいただきました。簡単ではございますが、ここで紹介させていただきます。
　いただいたご意見につきましては、市役所庁内で議論を重ねてまいりました。今回、実行計画に
最終的に反映したものにつきましては、下線を引いてございます。
　また、議論に更に時間を要する等の理由から、今回反映できなかったものにつきましても、2050
年を目標年次とした「低炭素都市 2050 なごや戦略」を実現するための課題として、今後につな
いでまいりたいと思います。誠にありがとうございました。

　全体の構成や方向性、各部会の取りまとめのバランスの指摘等、全体を
俯瞰してのご意見を多くいただきました。
　「2020年を目指す計画であるため、10年間の具体的な施策を掲載する」
「CO2排出のみが目的ではなく、快適な生活という目標を書き込む」等、施
策を検討する上での意見をいただきました。また、「国の政策についていけば、
市は何もしなくても良い、と読めるような書きぶりにしない」等、いかに表現
するかについてのご指摘もございました。
　「CASBEE名古屋の Aや Sランクの場合、市が認証する等のインセンティ
ブを。」「事業活動の結果を「公表」する以外のインセンティブを」等、イン
センティブについてのご意見は、財政面、制度面等踏まえまして、慎重に
議論してまいりたいと思います。

協議会での意見

＜全体・その他＞
・名古屋圏はものづくりが盛んであるが、その中心である名古屋市の中枢都市
としての機能（金融・企画）を分かる形で書き込んだ方が良い。
・2050 年を目標とした名古屋を高効率エネルギー利用の近代都市に変えると
いう都市計画の途中のステップが 2020 年である。国も25％削減を真水かど
うか明確にしていないため、数字自体に捉われると危険。
・2050 なごや戦略と同じことを書く必要はなく、10 年間で具体的に何をやって
いくかを書くべき。
・2050 年にめざす姿があるなかで、10 年後に到達すべき点を1 冊で示すべき。
2020 年では現実的に何ができるかを考え、税制や国の補助も含めながら検討
してはどうか。
・10 年の計画の中で、3 年、5 年という形で最初の数年間に何をするか、はっ
きりさせなければならない。
・10 年後は高齢者の視点も重要。市民の年齢構成、年齢階層別の対策を
意識して対応してほしい。

・CO２削減が大目標ではなく、CO２削減を目指した取り組みは、質の高い
生活を向上させるという2050 なごや戦略の考え方を、実行計画でも念頭に置
くべき。
・名古屋市では各部局の関連計画が並行して策定中であり、環境局としては
2050 年にあるべき姿が確実に実行できるように、各部局に働きかけるべき。
・国が政策を進めれば、名古屋市は何もしなくても達成できると読める書き方は
しないように。

＜駅そば・風水緑陰・低炭素住部会関連＞
・住宅設備に関して、省エネや低炭素だけではなく、福祉関連や災害関連も
情報提供していけると良い。
・交通政策や土地利用、住宅の立地等は、10 年で結果を出すのは難しいが、
この期間にいかに仕掛けをしていくかで次のステップが決まる。
・コンパクトシティで高密度なまちになった場合、ZEB は可能なのか考えるべき。
・CASBEE 名古屋の A や Sランクを申請した場合市が認証するなど、インセ
ンティブを与えてはどうか。

＜事業活動部会関連＞
・事業活動部会のメンバーに、名古屋市において重要であるオフィスや業務部
門等の利害関係者が入っていない。策定中に利害関係者、あるいは団体と意
見交換して効果的で実効性あるものにすべき。
・中小企業におけるCO2 削減スクラム大作戦に関して、「省エネ対策虎の巻（ホ
テル・文化施設編）」については、既に策定実施している「病院・老人ホーム・
オフィスビル編」等を参考に、企業・民生それぞれで実施できることを仕分けし
ながら実施していけば良いのでは。
・この地区の中心都市として、産業政策に関する考え方が不足しているのでは。
工場は市内にはないので、関係ないという整理にするのか。
・国ではなく市の補助・支援制度を検討して欲しい。
・事業活動の結果を「公表」するだけでは、事業者へのインセンティブにはな
らない。

＜市民協働部会関連＞
・市民の力を生かしていくことが重要である。既に地域でボランティアが低炭素
に配慮した活動をしている事例等をアピールしてはどうか。
・市民の取組については、無理なく着実にすすめていけば良いという表現にし
た方が良い。
・市民は緑化に関心があるため、市民が取り組むことができる緑化の記載を。
・市民協働パワーが重要であるため、市民生活で出来ることは何かを整理す
べき。
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　本部会では、委員の皆さまからの提言を2回の部会にわたりいただき、そ
の提言を踏まえて考えてまいりました。いただいたご意見としましては、「都心
の車を減らして公共交通中心のまちにするとともに、緑化をすすめる」「イン
フラ整備にかかる熱の効率的利用」等、まちづくりを含めた視点のご意見が
ございました。
　　「都市部の自動車流入抑制や渋滞税」につきましては、市全体の議論
が不十分な状況です。「ロードマップに「検討」は不要」とのご意見もござ
いましたが、より良い施策を実施するため、策定以降の検討を想定している
ものでございます。出来るだけ早い制度設計ができるよう、今後の課題とさ
せていただきます。

駅そば・風水緑陰・低炭素「住」部会での意見

（1）委員からの提言内容
※提言に関しては、全てを反映できたわけではないため、下線は引いておりま
せん。

○都市構造・土地利用計画・グリーン ･インフラストラクチュア
・世帯数がピークを迎える頃までは、駅そば地域の高密度化・複合用途化に力を入れ、
人々が駅そばを選択するための魅力づくりが必要。都市部でのグリーン・インフラストラ
クチュア整備を進め、多様性を持つ魅力的な都市空間を創出する。
・駅そば地域を特定、地区スケールでの将来像 ( アーバン･デザイン )を明確にし、
土地利用規制の調整や公共事業の検討を行う。 

○低炭素な交通システムと都市のかたち
・「なごや型」コンパクトシティとは、
第１段階：「Co-modal によるクルマ依存脱却」（都心･幹線の旅客自動車交通削減）
第２段階：「都心･幹線道路･駐車場空間の再配分」（人が主役の道、緑陰空間創
出、都心 QOL 向上）
第３段階：「都心･駅そばへ人の凝集」（高齢化対応、郊外部での緑地・農地創出）
・魅力的な新交通システム
　 まちなか：自家用車は入れない、まちへの出入り：クルマはせき止める、田舎：ク
ルマが基本

○建築と周辺環境の景観モデル～神社と緑～
・持続可能な環境保全のために、視知覚現象として捉える視点のみならず、物理的
／精神的／社会的要因およびその総体としての土地性をとらえていく視点が必要。
・身近な歴史的建造物にみる環境形成の評価において、市民の推薦制度等により、
建物・町並みだけでなく植生等も選定し保全することが重要。

○生命都市なごや　～　「生きる」を支える都市づくり～
・ 低影響開発による都市デザインが重要⇒そこに本来ある自然の力を活性化し、都市
を再生
　 ◇自然の原理（樹状パターン）に基づいた環境循環システムを構築
　 ◇都市の流域（バイオリージョン）を維持あるいは補強すること
　 ◇降雨の水量をコントロールするため、水質や土壌の浄化･涵養を促進し、流出負
荷を軽減
　 ◇結果、蒸発散量の増強、空気の質の改善、気温の低下を導く

○ 2020 年を視野にした再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの普及策と住宅・建築物対策
・ 再生可能エネルギー導入促進の推奨政策
◇太陽光･太陽熱･パッシブ･地中熱の導入促進（設置補助、普及啓発など）
◇再生可能エネルギー導入義務付け（一定規模以上の建築物、公共施設など）
◇再エネ機器への環境減税の導入･強化（主に中小事業者向け）
・ 住宅･建築物の推奨政策
　◇表示･ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ制度、◇ｴｺ住宅･建築物への支援制度、◇地域ｴﾈﾙｷﾞｰ有効利
用を制度化

○建物の環境性能の評価と公表・表示義務　省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能評価書制度
・ 名古屋の地域特性、低炭素化政策を考慮した「CASBEE（戸建）名古屋」が必要。
◇情報共有･発信ツール：住宅の環境性能効率が名古屋市で何位かを知る
◇環境負荷の見える化ツール：居住段階でのＣＯ２を用途別に示し、ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの変
革を促す
◇省エネ強化：自然空調を活かしたｴﾈﾙｷﾞｰ消費が少ない建物を促進

○低炭素社会を実現するｴﾈﾙｷﾞｰの面的利用について
・ 費用面･制度面での優遇・都市計画等政策段階での導入検討･規制等の後押し
が必要。

○太陽光発電大量導入に伴う課題と対策について
・ 太陽光発電の大量導入にむけて、日本型スマートグリッドの構築が不可欠。

○低炭素都市なごやの都市像。実現手法と課題
・ 従来の成長拡大型都市からの変革時期、郊外化から流入の増加の転換期に入る。
・ 公共空間（道路）は広いが、地区レベルの計画がなく、緑･潤いに欠けることが課題。
・ 生活利便性・公共交通ｱｸｾｽ性を高め、空間のゆとり・環境共生・自然農業空間
保全を確保し、コミュニティ形成促進、地区再生を行うための「ｺﾝﾊﾟｸﾄ」が低炭素で
快適な駅そば生活圏。
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（2）委員からの意見

＜駅そばまちづくり＞
・地形や災害危険度、商業サービスの集積等を勘案した、具体的な議論が必要。
空地をどう利用していくのか。
・ 道路空間の再編は目玉施策である。都市づくり，交通網の整理でどこまで名古屋
市が責任を持ってやり遂げるかを示すことが実行計画の特徴。名古屋市として絶対に
やり遂げる施策が2～3程度あればいい。その一つとして，道路空間の再編成が良い。
・ 都市部の自動車流入抑制は 2013 年頃には計画し導入を考えていくべき。公共交
通機関が，経済的にも便利になり，自家用車が経済的にも使いづらくなる渋滞税など
の具体的仕組みが必要。
・ 実行計画のロードマップに「検討」は不要。検討は終わらせておくべき。

＜風・水・緑のまちづくり＞
・都心部の車を減らすことで、都心部から周辺部にかけての緑の回廊、水の回廊、
緑化をどうしていくのかを考えるべき。
・ 緑被率は，全市ではなく，対象とする区画整理地区の緑被率で議論すべき。
・ 緑は維持管理が必要で，市民が理解できるよう維持管理の仕組みも計画に含めて
ほしい。
・ 都市の緑被率は，民有地のみでなく道路空間で行う必要がある。それには，モー
ダルシフトや都市外の車の流入をせき止める施策も必要で，道路空間の再編成から
様 な々施策を展開すれば，都市部に道路空間の多い名古屋の目玉施策となる。

＜エネルギー面的利用・自然エネルギー導入・普及＞
・都市のインフラネットワークづくりで熱をうまく利用し導入していくことが重要。
＜全体＞
・地球規模の課題と、市民の身近な利益（家庭の支出が減る、緑が増える等）を
結び付けて考えるべき。
・全体構成は，2050 年の目標を達成するために，2020 年にこのような生活や状況
が実現されている必要があると示すべきで，将来像は，このような生活像にならなけれ
ば 2050 年の生活の実現はなく，2020 年に実現する必要があると示すべき。
・ 市民に分かり易く伝えるには，削減量だけでなく快適性の指標があるべき。
・ 将来像としての目指す生活像を示したが，名古屋市はどのような施策を行うのか。
市民は，どのような戦略の計画が作られ，そのために行政が何をするかが知りたい。
・ 施策が多岐にわたり複雑である。都市計画として全市にわたる大きなしくみと，低
炭素街区のような地区レベルしくみの 2 つに分けて示す方が分かりやすい。
・ 理想を作るよりどのように実行するかが必要であり，「低炭素実行都市なごや」とい
うキャッチフレーズで実施するのもよい。
・ 暮らし方の改善などで短期間に 10% 削減できる。成果が見えると意識も変わり，
次の取組みへ進展する。短期で成果の上がるものも提示してはどうか。

　本部会でのご意見の根底には、頑張った事業所が認められる仕組みを、
また、あまり負担になりすぎないように、とのご意見がございました。大企業、
中小企業問わずアメとムチを、とのご意見のほか、特に中小企業に対する
施策の充実を望むご意見を多くいただきました。
　　インセンティブにつきましては、財政の状況もございますので、市全体の
なかで検討すべきことと考えております。事業者の方々により良いものになる
よう、財政面も踏まえながら、今後の検討課題とさせていただきます。

事業活動部会での意見

＜全　般＞
○名古屋市だけの狭い範囲にとらわれず広域圏を意識して計画を定めてほし
い。
○がんばったところが報われるしくみであれば、CO2 削減に成果を挙げている
事業所は固定資産税を減税するとよい。それによって一時的に税収が減ったと
しても、業績回復により、納税額が増え、結果的に税収増になるかもしれない。
○ CO2 削減にはコストが必要となる。自民党政権の時に試算されたように、名
古屋市でもモデル的な数字を示してほしい。
○大規模事業所、中小企業とともに、アメとムチを考慮した施策をバランスよく
組み込む必要があるのではないか。

＜地球温暖化対策計画書制度＞
○高評価事業所へのメリットとして金融機関への低利融資などを挙げている
が、制度を簡易にしすぎると享受できるメリットとのバランスが悪くなる点には十
分に考慮を。
○ 800kl 以上という線引きを更に裾下げするという考え方はないか。
○例えば、原単位など他の業界からみるとたわいもないことでも公表に過敏にな
ることがある。公表事項については、異論がある場合の権益保護についてもしっ
かりと定めてほしい。
○ 国の省エネ法・温対法と重複する事業者にとっては、提出先ごと別々の書
類作成が必要となり、負担が大きい。フォーマットや提出方法などを工夫してほ
しい。 
○ クレジット活用や中小企業での見える化を進めるため、800kl 以下の事業所
にも適用し、中小企業の意欲を高める制度としてほしい。 
○ 排出量ランキングの公表については、削減の要因や原単位の取り扱い等、
事業者にとっては問題となる事項もあるので、慎重な判断をお願いしたい。 
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＜中小事業所＞
○中小事業所向けの計画書任意制度を啓発する役割と計画書の作成、排出
量の検証などの役割を担う省エネ検証人（仮称）制度（市が民間事業者を
指名）を導入したうえで、中小事業所が誇りに思えるように、名古屋市長名で
認証証を発行する等励みになる仕組みを。
○中小製造業に対する温暖化対策が抜けているように見受けられるので、そ
の辺りの工夫を。
○国内クレジットをかなり取り上げてくれているが、過剰な期待をかけすぎな気も
する。運営ルールで、CO2 排出量 550トン以上の事業所で設備更新をしない
とクレジット化の対象とならないのが欠点。自主的取引制度である J-VETS の
方がしくみとしては優れている。そちらも触れてほしい。

＜エコ事業所認定制度＞
○基準を満たしたら認定という形式だけでなく、取り組みの入口・姿勢を認め
てもらいたい。行政の認定は、中小企業が取り組むインセンティブとして非常に
大きい。

＜支援、補助策＞
○補助要件には CO2 削減実績を加味するほか、大企業、中小企業別に事
業を分けるなど、きめ細かく工夫してほしい。
○ 国等の制度は全国ベースでの競争となるので、中小規模事業者にとっては、
自治体に
よる支援への期待が大きい。名古屋市としても補助制度を検討してもらいたい。

＜なごやのグリーン成長戦略＞ 
○ 名駅や栄、金山といった目立つ場所をモデル地区として、具体例を目に見
える形で示してもらいたい。市民へのアピールにもなるし、企業誘致にもつなが
ると思う。 
○ 環境分野の事業の需要は多く、市場の広がりも期待できる。その需要にこ
たえるような事業化を行政が支援できるとよい。

　環境教育を実施するうえで、「体験型学習」「地域資源の発掘」「人材育
成と同時に、育成した人が活躍する仕組みの構築」等、大切なエッセンスを
いただきました。
　ライフスタイルの視点からは、「エコをすすめることは、市民が利益を得るこ
とを伝える」「家庭の省エネについて信頼できる専門家がアドバイスをする」
など、重点施策の根幹となる指摘をいただきました。
　地元企業との連携は、今後の課題として施策をすすめるなかで検討してま
いります。また、「環境学習は継続が重要」とのご意見につきまして、行政
以外の仕組みも視野に入れながら、努力してまいりたいと思います。

市民協働部会での意見

＜子どもたち＞
○環境教育・体制づくりの視点
・夢を持たせ、未来を描く環境教育の視点
・幼い頃からの環境教育のしくみの必要性。道徳教育の重要性。
・体験型学習の重要性 [ 農業体験、保護者の意識改革も含めた食育、雨水利用の
屋上緑化、間伐材を使用した教育 ] 
・環境対応人材育成と同時に、育成した人が活躍を続けていく仕組み
・このままでは私たち人類の未来はないことを理解して考えなければ環境教育は成立し
ない。
○学校･企業との連携
・学校でのエコ改修が自然と環境学習になり、自宅でもエコ改修をすすめることにつな
がる。
・地元企業と環境学習との連携

＜地域＞
・事項の羅列ではなく、地域資源を探し、さらには地域資源を作る（自然を増やす等）
という視点を持った成果物を。環境塾など、専門に学ぶことができる環境が大切。
・行政が街路灯をLED 化するなど、率先して市民にその対策を示すことも効果的
・戦略の枠組み (まちづくり、ものづくり、社会システム、エネルギー ) は個々が独立し
ているのではなく、横断的に取り組むべき
・地域密着企業との連携、全国のユニークな温暖化対策取組企業事例の検討。
・行政は、予算がついたから環境教育をするのではなく、いかに継続していくかが重要。
・20 年、50 年のスパンのなかで、環境によいとわかっているのに実施できないことを
市民と一緒にワークショップ等で知恵だししていってはどうか。
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＜ライフスタイル＞
○環境負荷の「見える化」
・地球温暖化の必要性だけで論じるのではなく、市民が利益を得ることを認識させる
しくみづくりが必要
・市民が利益を得ることをアドバイスする環境コンシェルジュの取組みが効果的だが、
診断員の資質が問われる。
・専門家が情報提供を円滑に行う仕組みづくりが重要
○環境配慮行動を促進するしくみ
・市民という抽象的な枠組みではなく、学区単位の具体的な顔が見える取り組みが
重要
・大幅削減の実現に向け、誰が費用を負担するのかを明確にする必要がある（低
所得者、福祉社会への観点も必要）
・省エネ家電を安易に買い替えの妥協をすすめるような表現にしないように。人生設
計や金銭面、また高齢化社会も考慮して、省エネや耐震改修が考えられるような表
現を。行政で信頼できる基準を作ってほしい。
・行政から押しつけではなく、市民が「こんなことが出来るのだ」と気付くような書きぶ
りを。

＜全体＞
○部会の成果物作成にあたって 
・市民が成果物作成の初期から関わり、市民目線のものにするべき。

合同部会
（駅そば・風水緑陰・低炭素「住」部会 / 事業活動・市民協働部会での意見）

＜全体の構成＞
・しっかり読んで欲しい部分と，楽しく読める部分のトーンを変えてはどうか。何
が必要かを精査し，本文は 50 ページ以下にした方が良い。
・事業者は相当努力しないと，目標は達成しないが，構成は，市民協働や駅
そばなどの，事業者が取り組むべきこと以外に力の入った構成であることに違
和感がある。
・最初に，市民・事業者向けに分かりやすく示す概要版や支援を求める国に
対しての説明書を作って整理し，それに説明を加えていくと良いのでは。

＜削減目標について＞
・目標量については，現状の計画・制度に基づく取組みで，どの程度まで削
減可能で，不足分を新たな追加施策でカバーするという示し方はできないの
か。
・数字だけでは市民は理解できない。理解するには，何％削減であれば，テ
レビを何時間見てはいけない等の具体的な例が良い。何故という理由とインパ
クトのある分かりやすい具体例が欲しい。

＜事業者の内容について＞
・事業者の負担が大きく，色 な々対策が具体的に書かれているが，事業者に
どのような意味があるか解読できない。
・トップランナー事業者の支援とあるが，減税などのインセンティブを付与しなけ
れば，事業者も市民もやる気にならない。インセンティブが働く書きぶりにできな
いか。
・名古屋市の届け制度に満たない小さい事業所や自営業者も一緒に取り組め
るシステムにすべき。個々は小さくても，その積み上げが最終的に大きくなる。
それには，中小事業所を対象とした省エネアドバイザーなどが必要である。名
古屋市として，トップランナー支援であれば，省エネアドバイザー制度をどの程
度広げるという目標値を示すと，中小企業への支援の実現性が見え，分かり
やすくなる。
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＜家庭の内容について＞
・「家庭で取り組むこと」で，環境家計簿など身近にできるものを書き込んでは
どうか。
・省エネを実施して改善した，努力した人や家に対して，市民活動ではどのよ
うにフォローするのか。
・家庭の取組みで，自己診断，専門家に見てもらうとあるが，さらに自己評価ツー
ルとフィードバックさせるしくみ，例えば省エネの実績によって，行政がインセンティ
ブを与えるなどがあれば良い。

＜その他＞
・「快適さ＝便利さ」ではない。心地よく煩わしくない状況でないと歴史的環境
は守っていけないという意識等を含めてまとめていただきたい。
・住まいの傍の緑との関係や，緑との付き合い方が育まれる部分で一坪庭や
植木鉢などを用い関係性を出していただきたい。
・駅そばにおけるエネルギーの面的利用などのエネルギー供給のシステム（駅
そばの熱需要に対して大型コジェネ導入など）は，議論されているのか。
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（2）市民生活：低炭素都市なごやワークショップ結果
        「みんなで創る！低炭素都市なごやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」を開催しました！

☆目　的
今後 10年間は、省エネ家電や省エネ住宅への取り組みが大変
重要。誰しも家電の買替えや家のリフォーム時期があるはず。
市民の皆さんと、どうすれば省エネ家電・住宅が普及するのか、
話し合ってみました。

☆ワークショップの開催
（1）事前に「なごやエコライフものさし※」を郵送し、みなさんに
自分の家庭から出る CO2排出量を把握してもらいました。
※自分の家庭の CO2排出量を簡単に算出することができ、さらに
世帯別標準家庭と比較することで、日々の生活をふり返って、エコ
ライフのステップアップにつなげてもらうシート。(右写真 )
（2）当日（平成 22年 10月 9日＜土＞）9:30～ 12:00

①省エネ機器等のデモンストレーション

●家庭用ドライミストの効果（デモ機）
● OMソーラーシステムのしくみ（模型）
●遮熱塗装と通常塗装との比較（模型）

②プレゼンテーション

●省エネ家電について：愛知県地球温暖化防止活動推進センター事務局長　児玉剛則氏
●省エネ住宅について：株式会社阿部建設代表取締役社長　阿部一雄氏

③グループディスカッション
(３つのグループに分かれて、省エネ家電・住宅の普及策について議論しました。)

●グループ A

≪主なご意見≫
・省エネについて名古屋市の基準・指針を示し、専門員の養成も必要では。
・昔からの工夫を生かす。家を扉・壁で閉鎖せず、障子やふすまを利用した風通しの良い工夫を。
・市民の立場から選べるよう、行政が情報を上手く伝えることができる専門の人を育成して欲しい。
・オール電化とガス、長い目で見て一番良いものが選べるように判断基準を行政に作ってほしい。

　何が省エネになるのか―の基準を示してほし
い、それを伝える専門家が必要等、きめ細やか
な情報提供が必要とのご意見が多くでました。
　また、企業の努力と、生活する人の努力をミッ
クスしていくと、低炭素社会に結びつく等、非
常に活発なテーマにまで踏み込みました。

≪主なご意見≫
・環境施策は、我慢ではなく楽しくないと続かない。　・お得感があれば市民の間で広まる。
・「なごやエコものまつり」のような、地元企業の環境に良いものを紹介する機会があると良い。
・いつ買い替えると良いのか、という情報が欲しい。
・名古屋市庁内で、低炭素に向けて協働することが重要。
・駐車場が多いのが問題。固定資産税と駐車場の在り方、緑地にすることで税制的にメリットを。

≪主なご意見≫
・古い家でできるリフォームなどを信頼する人にどこが効果的にできるか判断して欲しい。
・初期投資に対して、費用回収できるという情報が必要。
・建物の総合評価など、点数化して欲しい。　・エコ住宅は健康住宅でもあるといった PRを。
・区役所等が率先して低炭素型の建築物・省エネ機器を導入し、市民が体験できると良い。
・規制ではなく、表彰・実例を市民に提供すると分かりやすい。

　参加者から「『低炭素』って、自分たちと関係ない難しいことだと思っていたけど、家
電や家のリフォームなど、身近なことで考えればいいのね。」という声を頂きました。多
くの市民の方にとって、わかりやすく、効果的な「低炭素化」を、行政として支援して
いきたいと思います。

これらを踏まえて…

重点施策②「我が家の低炭素化 10年計画プロジェクト」
に反映します！ ( 本編 P30 ～ 31 参照 )

●グループ C
実際に省エネ型のエアコンを導入したら一気
に光熱費が安くなった、との体験談から、省
エネ効果をもっと情報提供してほしいとのご
意見をいただきました。
また、花いっぱい運動や、地域の取り組みな
どとあわせて、楽しんで実践できるような工
夫も大切と、関心を高めるための工夫も必要
とのご意見をいただきました。

●グループ B
エコは楽しくないと続かない―の意見に代表
されるように、「お得感」だったり、企業も市
民も楽しめる “ものづくりの『お祭り』” があ
るといいなど、楽しいディスカッションとな
りました。
また、行政の縦割りをなくし、「市民協働」な
らぬ「庁内協働」をぜひ進めてほしい、駐車
場の税制が問題など、幅広なテーマで議論し
ました。

 
  

？？  
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（3） 事業活動：地球温暖化対策計画書制度に関する議論の経過

　事業活動部会では、地球温暖化対策計画書制度の見直しについて、毎回、白熱した議論が展開されま
した。
　「国と地方で、同様の制度を実施されると、事業者側にとっては重複になる。」、「省エネ法・温対法の対
象が拡充されたので、事業所におけるエネルギー管理は国に任せるべきだ。」など、厳しい経済情勢の下、
制度の見直しについては事業活動の停滞につながることが懸念され、慎重な意見が寄せられました。
　ここでは、議論となった論点についての名古屋市の考え方と、当事者である計画書届出対象となる事業
者に対して実施した、アンケート調査の結果を紹介します。( 参考：本編 P32～ 33)

計画書制度を見直し、行政が評価・公表する制度へ変更するのはなぜか。
論点①

＜名古屋市の考え方＞
○現行制度では、大幅な削減が期待できません。
○名古屋市が計画の内容や結果をわかりやすく市民に公表する制度に変更し、がんばった
　事業所が報われるしくみを作ります。

■現行制度の削減実績は△ 0.2％と横ばい
　現在の計画書制度による削減実績（第一
期：平成 19～ 21 年度届出分）は、△ 9.2％
ですが、特定の一事業所を除くと、△ 0.2％
でほぼ横ばいとなっており、今後大幅な削減を
見込むためには制度の改正が必要と考えてい
ます。

■事業者の公表では、市民へ十分に伝わらず
　届出事業所の約 15％に相当する62 件に尋ねたところ、計画書等を閲覧に来た市民はい
ないと回答、事業者側にとってプレッシャーとなっていないことが推察されます。
　また、市公式ウェブサイトの「計画書届出事業所リスト」は、現行条例上、掲載に同意し
た事業所に限られ、情報として十分でありません。

省エネ法・温対法と重複する 1,500kl 以上の事業所も対象とするのはなぜか。
論点②

＜名古屋市の考え方＞
○省エネ法の届出情報は、地方自治体が把握することはできません。
○名古屋市は、温対法の定めにより区域の温室効果ガス削減計画（実行計画）を策定して　計
画を進める義務があり、エネルギー使用量の大きい事業所の実績はどうしても必要です。
○重複する事業者の負担を少しでも軽減するため、届出様式を工夫するなど計画書等の作　成事
務の短縮となるよう努めます。

削減量は、事業者の努力なのか外的要因によるものか色々理由があると思
うので、行政が公表する事項は、慎重に判断すべきではないか。

論点③

＜名古屋市の考え方＞
○新しい公表制度は、市民の方 が々興味のある情報をわかりやすく提供することが大切だ　と考えま
す。
○他都市の制度等も参考にしつつ、がんばった事業所が適切に評価される制度となるよう、　名古
屋市が公表する情報については、多様な意見を十分に汲み取った上で慎重に対応し　ていきます。

■がんばった事業者が適切に評価される
よう、情報公表のあり方を慎重に検討
　右図のアンケート調査結果のとおり、公
表情報として関心が高いのは、「具体的
対策」、「先進的事例」が 5 割強、「目標」、
「結果」が 4 割弱などで、「公表反対」
は 6% 程度でした。今後、制度設計に
あたって、事業者意見を十分に聴き取り、
公表内容を検討していきたいと考えていま
す。

　■重複事業所についても計画書制度の対象とする理由
　省エネ法の貴重なデータは、地方自治体が把握することはできません。温対法に基づく報
告制度により、有償で市内事業所の温室効果ガス排出量を把握することができますが、電気、
燃料の使用量は公開されません。事業者の温暖化対策を推進するためにも、省エネ法の対
象となる大規模事業所が、電気、燃料などのエネルギーをどの程度使用しているのか把握す
る必要があります。

■負担軽減のため、様式の工夫、簡略
化を検討
　右図は、計画書届出事業所に対して
行ったアンケート調査の結果です。「書類
が多く手間」、「省エネ法等と内容が似通っ
ており、違いが分かりにくい」など負担を
感じている事業者の方が４割強もいること
から、今後は、様式の工夫、簡略化を
進め、事業者の方々の負担を少しでも軽
減できるよう努めます。

＜主な意見＞
○制度の開始前から企業努力により削減している事業所とそうでない事業所が一律評価されると不公平
○市への届出情報は、事業者にとって公開されると不利益な情報が含まれる
○削減結果は業務の拡大・縮小により影響を受けるため、結果については公表しない方がよい
○努力している様子が伝わるような形で公表してほしい。
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（4）環境教育・人材育成
           地球密着体験型環境学習モデル事業開催結果
         「感じよう！ちきゅうだいすき　昭和区いきもの探検隊」
☆目　的
　いつも遊んでいる公園や、見慣れた川や里山に、どんな生き物がいるんだろう？
　小学生や中学生を対象に、地域にある草・木や虫の観察など、身近な自然に目を向けることの大切さ、自分の隣か
ら世界を見る力を身につけてほしいと考えました。
　小さな子どもたちが、生き物に親しみ生き物を大切にすること、それが地球を守ることにつながるということを学ぶなか
で、将来自ら地球温暖化対策等、環境保全の取り組みができる人材に育つことを期待しています。( 参考：本編 P36
～ 37)

　☆いきもの探検隊の開催
　　昭和区の川名公園、鶴舞公園、山崎川、八事興正寺で開催しました。
　みんな興味しんしん、毎回たくさんの子どもたちが参加しています！
　講師：環境省環境カウンセラー　篠田　陽作氏
　対象：市内の小・中学生・父兄

（1）市民が作る低炭素な地域
日　時：8月23日（月）10 時～正午
場　所：川名公園
内　容：環境学習の森やビオトープなど、　　　　　　
　　　　自然観察や生き物探しを行いました。

＜当日の様子＞
　夏真っ盛りの暑い日で
したが、アスファルト・砂
場・植物の生えた場所
で地面の温度を計ると、
その差は歴然！植物が温
度を下げる効果に子ども
たちも驚いていました。都
会の公園の中にもたくさん
の命があって、大切に育
て、共に生きる方法を考
えることを学びました。

≪低炭素につながるポイント≫
住まいに、屋上緑化や、庭・ベランダに植物・
樹木を植えるとヒートアイランド化を防ぐことが
できます！あなたのお家にもひと工夫してみま
せんか？

（2）風も・雨も・太陽も・緑も・みんなエネルギー
日　時：8月2９日（日）　10 時～正午
場　所：鶴舞公園
内　容：公園内でセミの抜け殻探し、笹舟作り、かたばみの
　　　　葉で１０円玉みがきなどを行いました。自然観察や
　　　　生き物探しを行いました。

＜当日の様子＞
　公園の植物は遊びがいっぱい！笹舟を浮
かべて競争したり、文字を書ける葉っぱで絵
を描いたりと、自然遊びを満喫しました。青々
を繁る木々の下は、夏の暑さを忘れる程涼し
く、自然の力おかげで私たちの生活がどれだ
け快適になっているのかを実感することができ
ました。

≪低炭素につながるポイント≫
私たちの生活の中で自然の力を大切に利用し
ましょう！太陽光発電・風力発電など環境にや
さしいエネルギーを使ったり、壁面緑化や環境
にやさしい暮らし方をすることが低炭素な生活
につながります。

（3）山崎川の生き物調べ
日　時：９月１１日（土）　10 時～正午
場　所：山崎川
内　容：水中の生き物が、川の中の環境に合わせて住分けし
　　　　ている様子を観察しました。

＜当日の様子＞
　山崎川にはどんな生き物が住んでいるのかを子ど
もたちが川に入って一生懸命探しました。見つかっ
た生き物から水のきれいさが分かったり、同じ水中で
も環境に合わせて多様な生き物が住分けしていたり
する様子を観察しました。

≪低炭素につながるポイント≫
生活の中で水を余分に使っていませんか？
地球の生き物の多くは水なしでは生きられま
せん。雨水や水を大切にし、自然のつなが
りを守りましょう。

　☆いきもの探検隊の開催
　　昭和区の川名公園、鶴舞公園、山崎川、八事興正寺で開催しました。
　みんな興味しんしん、毎回たくさんの子どもたちが参加しています！
　講師：環境省環境カウンセラー　篠田　陽作氏
　対象：市内の小・中学生・父兄

　☆いきもの探検隊の開催
　　昭和区の川名公園、鶴舞公園、山崎川、八事興正寺で開催しました。
　みんな興味しんしん、毎回たくさんの子どもたちが参加しています！
　講師：環境省環境カウンセラー　篠田　陽作氏
　対象：市内の小・中学生・父兄

（4）まちに緑を
日　時：９月１９日（日）　10 時～正午
場　所：鶴舞公園
内　容：100 年の歴史のある鶴舞公園でいろいろな　
　　　樹木の観察や昆虫探しを行いました。　　

＜当日の様子＞
　長い歴史のある鶴舞公園に
は、大きな木がいっぱい！色 な々
種類のドングリの実を集めたり、
池や芝生で昆虫を捕まえたりと、
いろいろな生き物とふれあいまし

≪低炭素につながるポイント≫
木 は々地中の水を葉から蒸発させる時の気化熱で周りの
気温を下げています。緑を増やしてまちを涼しくしましょう。

（5）森の手入れを学ぶ！
日　時：１１月６日（土）　10 時～正午
場　所：川名公園
内　容：環境学習の森の樹木を間引きして、森全体　
　　　の成長を促すための手入れをしました。

＜当日の様子＞
　普段は経験できない間引きの作
業に子どもたちは大はしゃぎ！まだ生
きている木を切る辛さもありますが、
森が成長するために必要なことと理
解し、一生懸命手入れをしました。

≪低炭素につながるポイント≫
森ができると環境が変わります。温度差を作り、それが風
を招いて気温を下げてくれます。森は湿度を高めて冬には
インフルエンザの予防になります。森を作ることは地球温
暖化の防止だけでなく、私たちの暮らしを豊かにするので
す。あなたも近くの森づくりに参加してみませんか？

た。公園の木陰は人々の憩いの場になるだけでなく、昆虫
や鳥たちなどたくさんの生き物の大切な生息の場所であるこ
とを感じました。

（6）森の手入れを学ぶ！（パート２）
日　時：１１月１３日（土）　10 時～正午
場　所：川名公園
内　容：間引きした樹木を加工して利用する方法を、
　　　　学びました。　

＜当日の様子＞
　間引きした樹木の枝を切り落
とし、太い枝を支柱に、細い枝
は組み合わせて柵にしました。
大きな木槌は重かったけど間伐
した樹木や葉っぱが斜面を流れ
落ちないようにできました。

≪低炭素につながるポイント≫
樹木は私たちの暮らしには無くてはな
らない存在です、衣食住のなかに
必ず存在し、私たちの生活を支えて
くれています。間伐材も、もとはい
のちある樹木、知恵をいかし大切に
利用しましょう。

（7）歴史の森の観察
日　時：１１月２７日（土）　10 時～正午
場　所：興正寺公園
内　容：秋の植物を観察し、植物が冬を越すために
　　　　どんな準備をしているかを学びました。

＜当日の様子＞
　里山のように自然を保ち続けた興
正寺の森は、晩秋を迎えすっかり
冬仕度の様子。昆虫や小動物の
餌でもあるドングリや落ち葉が地面
いっぱいに広がる姿に、子どもたち
も森の生態系を学んでくれたようで
す。

≪低炭素につながるポイント≫
自然の中のものは自然の力で分解
することができます。一方、自然の
中で分解できないのは人間が作って
捨てたもの…無駄なものは作らず、
買わずの生活をしてみませんか？

　「地球温暖化・・・地球規模の環境問題を考える」未来をになう子どもたちと子どもたちを見守る
お父さん、お母さんたちにも考えてほしい。そんな願いから、環境問題を考えるヒント、きっかけづくりを
環境省環境カウンセラーであり、愛知県地球環境保全委員も務められる篠田先生に依頼しました。
　実は低炭素社会を目指す環境問題も、身近な環境、自分の隣の自然環境に目を向けることから考
えさせられることがたくさんあるのです。草むらや小川の小さな昆虫たち、道端の雑草も私たちと同じ空
間であらゆる工夫の限りを尽くし懸命に生き、種を保存しているのです。普段見えないところで四季を
通じて自然が動いていることに気づかされ、自然や命の大切さを感じ、環境保全への関心、環境問
題に対して、自ら考え行動できる力をつけてほしいと、このモデル事業を催しました。参加してくれた子
どもたちの成長と、一緒に考えてくれる親御さんがもっと増えてくれることを望み、この事業が昭和区だ
けではなく市内各区への定着を図りたいと考えています。
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（5）これまでも「がんばってる」名古屋！

エコキッズ：幼稚園・保育園

【実績】
なごやエコキッズ認定園数
           466園（H22.3.31時点）

　園と子どもたちとその保護者が一緒に
なって、環境にやさしいライフスタイルに
取組む仕組みです。環境保全の日（毎
月8日）には園で啓発のぼりを掲示した
り、園生活でごみの分別をしたりと、様々
な取組みを園で実施しています。

　市民協働がすすんだ都市・名古屋。これまでも「市民」「事業者」のみなさまとともにがんばっ
てきた取組みを集めてみました！

環境サポーター

【実績】
平成 21年度環境サポーター
派遣実績　　　　　    408件

　オリジナルの環境学習プログラムを、
希望する園・学校に出向き、実演をす
る市民サポーターです。自然観察やエ
コライフ、生物多様性などをテーマにし
て、子どもたちの環境に対する理解を
広げています。

　　　　平成 11年の「ごみ非常事態宣言」。渡り鳥
の飛来地である藤前干潟を守るため、埋立を断念し、
非常に厳しいごみ減量目標を打ち出しました。市民は分
別・リサイクル、さらにはレジ袋有料化に協働で取り組み、
事業者も努力を重ねました。その結果、今では、ごみ
処理量は3割、埋立量は5割減となりました。

　ごみ問題が市民・事業者の協働パワーを発揮するきっかけとなった出来事。
その後、各世代で、幅広い環境学習が展開されています。

きっかけ…

藤前干潟と渡り鳥

 

保護者にも見てもらう。
啓発のぼり

子どもたちにも分かる。
分別用ごみ箱

見て・知って・感じてもらう、
自然観察プログラム

子どもたちに寸劇を通して命
のつながりを感じてもらう

エコソング

　音楽や踊りを通じて環境に親しみを持てる
よう、オリジナルのエコソングを作成していま
す。
　地球温暖化・リサイクル・生物多様性な
どをテーマにした音楽には振付もあり、幼稚
園・保育園で環境学習の一環での活用や、
各種イベントにおけるエコ活動の取組み発表
で使われています。
　環境局ホームページ「環境情報ネット」で
も音楽と振付を配信しています。

子どもたちからエコ意識を発信振付けシート

ｖエコスクール：小中高・特別支援学校

　学校において、生徒・児童一人ひとりが、自
ら環境にやさしい生活を考えて実践をし、振り返
り改善をする姿勢を育むことを目的としています。
　子どもたちの意識が、「特別なことをする」から
「当たり前のことをする」へ変わり、学校生活で
エコ意識が定着してきています。
　環境局では、出前授業を準備しており、学校
からの希望に応じて、地球温暖化や生物多様性、
そしてごみ問題等、様 な々授業を実施しているほ
か、「環境情報ネット」において環境学習ツール
のシート式教材を配信しています。

環境作文コンクールの
受賞者発表会

ごみの分け方・出し方を環境局職員が説明

【実績】
なごやエコスクール認定校数　　             
396校（H22.3.31時点）

親しみやすい音楽が満載
のオリジナルエコソング

イベントのオープニングを華やかに飾る子どもたち

シート式教材
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「緑のカーテン」事業

　平成 22 年度から、保育園、小学校・中
学校、計 13 園・校ではじめました。室内・
壁面等の温度上昇を抑える効果もあり、また
緑にふれあう体験を通して、子どもたちが豊
かな感性や心を育みます。
　また、生き物のすみかとしてのエコロジカル
ネットワークを形成し生き物観察をしたり、実っ
た野菜を収穫して調理したり、食育の面から
の学習
もできました。

なごや Universal Eco Unit（なごや UEU）

　平成１９年５月、「未来の地球のために、
大学生だからこそできることはないのだろうか」
という意志を同じくして、名古屋市内の 8 大学
11 キャンパスの学生により結成されました。平
成２２年度現在名古屋市内及び近郊の 17
大学 20 キャンパスの学生が参加し、さまざま
な活動をしています。
　各大学祭でのエコ企画や、大学の垣根を
越えてキャンドルナイト等の環境保全活動を実
施しています。また、オリジナルノートやクリアファ
イルなどエコライフ促進のための啓発物品を作
成しています。 ｢デンキを消してスローな夜を。｣ 全国で行われてい

る100 万人のキャンドルナイトを、毎年夏至・冬至
に企画実施。

・栄テレビ塔下にて『キャンドルナイト・イン・ナゴヤ2010』を実施
・『生物多様性国際ユース会議 in愛知 2010』の参加者に配付する、名古屋の環境、　　
地元情報を掲載したガイドブックを作成。
・JICA（独立行政法人国際協力機構）の中南米地域別研修において中南米国の行政関　
係者を対象に「大学生による環境教育の取り組み」をテーマに講義を実施。

22年度参加校
保育園：４園
小学校：５校
中学校：４校

各大学祭でワークショップやエコクイズといった催し
物など環境に関するエコ企画を実施。

ｖ　

ＭＹ箸づくり

なごや環境大学

　協働でつくる環境学習活動の輪（ネットワー
ク）。屋外（里山や水辺）も屋内（教室や
工場）も「まちじゅうがキャンパス」となって、
実行委員会のほか市民・市民団体、企業、
大学、行政が参画、運営しています。

220 万市民の「もういちど！」大作戦

○エコライフ宣言
「エコライフ宣言」を呼び掛けてエコライフ実践の
輪の拡大を図りました。
○なごやエコライフものさし
「なごやエコライフものさし」を活用して、エコライ
フの「意識」を具体的な「行動」につなげる取
組
○ EXPOエコマネー
環境に配慮した行動を可視化し、その背中を押
す仕組みとして「ＥＸＰＯエコマネー」を推進。

・エコライフ宣言者 40万人突破（Ｈ 19）　　　　　 　・ＥＸＰＯエコマネー実績（H21）
・学校等での出前授業、各区役所その他  　　   　　　　　来館者数　212,880人
各種講演会・イベントで「なごやエコライフ　　    　　　発行ポイント数　2,518,936ポイント
ものさし」を合計 13,500部配布（Ｈ 21）。        　　　　　還元ポイント数 1,394,355ポイント

生物多様性へ。里山のつな
がり、田植えの実施【実績】

平成 17年度開講以来、毎年講座数・受講
者数ともに増加し、21年度は152講座、延
べ受講者数 20,836人となりました。

 

おかえりやさい

　名古屋市から出た生ごみ（食品循環資源）
をたい肥化し、 そのたい肥で野菜を生産して、
名古屋市民に食べてもらいたい！ 生ごみとして
排出された野菜がふたたびキッチンに戻ってく
る、だから 「おかえりやさい」なのです。

↓
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緑と水の回廊（森）

なごやの森づくりパートナーシップ
平成 15年、「身近な自然を守り育てる」ため、
連絡会を設立、協働で活動をすすめている。
田んぼ・里山再生や自然観察会、芝刈り・
竹刈り等の活動をすすめています。
○加盟団体数 :31 団体（23 年 1月末現在）

ため池市民調査隊～池干し・生物調査に
よる生物多様性の復元～
本市に現存しているため池は 111個、これ
ほど多くのため池が残る大都市は他に例がな
いといいます。これまで連携のなかった地域
住民や専門家、行政等が協力して、生物
調査や外来種の駆除等を行っています。
○のべ 40日 2,000 人の市民調査員が参加

（22 年度）

 

はざかけ（名東区猪高緑地）

竹きり
（天白区相生山緑地オアシスの森）

生物調査（名東区塚ノ杁池）

生物調査（名東区塚ノ杁池）生物調査（名東区塚ノ杁池）

池干し（守山区雨池）

緑と水の回廊（川・流域）

堀川 1000 人調査隊 2010
　堀川浄化の社会実験のための木曽川
からの導水に合わせて募集し、平成 19
年 4月22日に結成。水の臭いや透視度
等の調査や、堀川の歴史や文化・魅力
発掘、堀川の情報発信等を担っています。

○登録者数 :1960 隊、15,472 人
(22 年 8月末現在 )

上下流交流
○「エコ市」の開催
平成 18年度から、名古屋市内において開催。
水源保全への理解を深め、木曽三川流域にお
ける市民レベルの交流・連携を目指すイベント
で、配水塔などの開放とあわせ、実施していま
す。
○水源林の保全
平成 14年度から、名古屋の水源地、味噌川
ダム（長野県木祖村）や徳山ダム（岐阜県揖
斐川町）近郊の山林で、水源林整備の大切さ
を理解していただくために、毎年、市内の小学
生と保護者が参加して、間伐作業体験や植樹
などを実施しています。

透視度の調査

エコ市 水源林の保全

その他
　水質・湧き水モニター等市民による水質調
査や、打ち水大作戦等を協働ですすめていま
す。

低炭素「住」

ユメリア徳重（緑区）（詳細 P ○○）
　平成 22年 4月にできた区役所支所、地
区会館、保健所分室、図書館の共同ビル。
太陽光発電や雨水の再利用始め、散策でき
る屋上緑化、アースチューブなど、パッシブ
な設計を取り入れた施設です。

生物調査（名東区塚ノ杁池）生物調査（名東区塚ノ杁池）

「農」とのふれあい

　地産地消や農地の大切さ、生物多様性を日々
の暮らしのなかで感じることができる場を様々な機
会で提供しています。
○「ふれあい農業」
貸し農園や、収穫を体験するふれあい農園を始
め多種多様な市民農園を提供しています。
・市民農園：22 年度　1134 区画、ふれあい農園：
1,550 口（22 年 4月1日時点）

○「ビオトープ田んぼ」
港区の農家の方の協力を得て、園児を中心として
化学肥料を使わず稲づくりを行い、生きものとふれ
あっています。
・12 園、639 名参加（22 年度）

エコビレッジ志段味 ( 守山区志段味 )
　平成 21年 11月より入居開始。循
環型社会対応住宅。太陽光発電、風
力発電、省エネナビ、雨水利用、壁
面緑化・駐車場緑化、共同生ごみ処
理機、共同菜園、ビオトープ等が特徴。

エコ市

駐車場緑化
　駐車場を緑化することで、ヒートアイランド
現象の緩和や景観の向上等が期待できま
す。平成 22年より1年間、市役所西庁舎
前で、7タイプの手法の検討と普及に向けた
調査等を産学官連携で行っています。また、
ウェスティンナゴヤキャッスルにも導入されまし
た。

ルーフガーデン

市役所西庁舎前

ウェスティン
ナゴヤキャッスル

ペレットストーブ ( ランの館 )
　平成 22年 11月、市内街路樹の剪定枝
を利用した木質ペレットと、それを燃料とする
ペレットストーブを、それぞれの企業より寄贈
いただきました。資源の循環に貢献し、さら
に化石燃料を使わない暖房機として期待され
ます。

 

木質ペレット ペレットストーブ木質ペレット

ふれあい農園
共同菜園

生ごみを堆肥化
し、菜園に利用 ↓

ビオトープ田んぼ
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地球温暖化対策計画書制度

【実　績】
届出数  406件（H21末現在）＜市内事業所数の約 0.3％＞
省エネコミュニケーション訪問件数  385件（H21累計）

○制度の概要
　温室効果ガスの排出量
が一 定 以 上（原 油 換 算
800kl）の事業所に対し、
削減計画及びその結果に
ついて作成･届出･公表を
条例で義務付けています。

○省エネコミュニケーション
　届出事業所を訪問し、計画の取組
状況や設備の管理状況を確認し、より
効果的な省エネ対策等について助言･
意見交換を行っています。

対象：大規模事業所

企業との CO2 削減スクラム大作戦

【実　績】
虎の巻を活用した訪問相談件数　573件（H21までの累計）
エコのこだわり宣言店舗　47件（H21）

○業態別「省エネ対策虎の巻」の作成
名古屋市内の事業所の省エネ診断結果を基に作成
（カッコ内は省エネ診断の調査件数）
【平成 19 年度】店舗編（29 件）
【平成 20 年度】病院･老人ﾎｰﾑ･ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ編（25 件）
【平成 21 年度】ﾎﾃﾙ ､ 教育・ｽﾎﾟｰﾂ・文化施設編（25 件）

対象：中小規模事業所

○省エネルギーアドバイザーによる訪問相談
平成 20 年度から、業態別の省エネ対策虎の巻を活用して、主に床面積 3,000
㎡以上の地球温暖化対策計画書届出事業所以外の事業所に直接訪問し、
省エネアドバイスを実施

○今日からうちもエコな店！～エコジョブのすすめ～
小規模なお店のエコのこだわり宣言を募集、名古屋市から宣言証を送り、
省資源･省エネルギー対策等を普及促進

 中小企業の省エネ対策を促進するため、学識経験者、事
業者団体等で構成する「企業との CO2 削減スクラム検討
会」を設置し、業態別の省エネ対策手引書を作成して、
活用しています。

エコ事業所の認定・表彰

【実績】
エコ事業所認定件数 1,192件（H21までの累計）
エコ事業所優秀賞 16件、特別賞　9件（H21までの累計）

○エコ事業所認定制度
　環境配慮に自主的かつ積極的に取り組む事業所を、「エコ事業所」として名古屋市が認定す
る制度

○エコ事業所優秀賞・特別賞の表彰
　エコ事業所の中でも、特に優秀で他の
模範となる取り組みを実施している事業所
を優秀賞、ユニークな取り組みを実施して
いる事業所を特別賞　として表彰

対象：環境配慮に熱心な事業所

エコドライブマイスター

【実績】
エコドライブマイスター認定者数　1,359名（H21までの累計）
エコドライブマイスター設置事業所数　893件（H21までの累計）

事業所におけるエコドライブを普及、実践するため、エコ
ドライブ講習を受講し、事業所内で積極的に実践の呼び
かけをする方を「エコドライブマイスター」として認定し、
エコドライブ推進の旗振り役となる人材を育成しています。

対象：市内を走行するクルマのある事業所

　環境配慮に熱心な事業所を支援するため、平成 13 年度にエコ事業所認定制度を創設し、平
成 14 年度から第 1 回の認定を行っています。認定事業所には、認定証、認定プレートを交付する
ほか、市の入札・契約制度で優遇措置を受けることができるなどのメリットがあります。平成 19 年
度から、特に優れた取り組みを行うエコ事業所を表彰しています。
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