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１. 低炭素都市づくりガイドライン（2010 年 8 月・国土交通省）

土地
利用

集約化

都市
機能 複合化

みどり 自然共生

建物 効率化
環境共生

交通
移動

効率化
回遊性向上

低
炭
素
型
の
集
約
型
都
市
構
造
の
実
現 

エネルギー分野 みどり分野交通・都市構造分野

集約型都市構造への転換

道路整備（走行速度改善）

自動車交通需要の調整
（交通需要マネジメント）

公共交通の整備

公共交通の利用促進

エネルギー負荷を削減
するための対策

エネルギーの利用効率
を高めるための対策

未利用エネルギーを活
用するための対策

再生可能エネルギーを
活用するための対策

都市マスタープラン・都
市計画・条例等にもと
づく施策

公園緑地の整備と都市
緑化の推進施策

みどりの管理・育成施策
緑税・協力金制度

大規模な緑地の保全と
適正な管理

木質バイオマスの活用

ヒートアイランド対策

低炭素都市づくりガイドラインより①　[ エネルギー分野における施策効果の推計例 ]

≪推計した対象区域：大手町・丸の内・有楽町地区≫ 
●変更要因 (2000年⇒ 2025年 )
①床面積：600ha⇒ 900ha 
　床面積は、現況の建物の 1/2が存置、1/2が更新 (床面積が 2倍に割増 )されるとして 2000年の 1.5倍 )

②電力原単位：0.334⇒ 0.28＊ 1

【想定した省 CO2対策メニュー】（本市低炭素モデル地区の構成要素検討例）
◇建物単体対策＊ 2：既存ビル 50％ (床面積ベース )が更新し、省エネ性能が向上
◇地区・街区レベルの面的対策
　・エネルギー面的利用：冷凍効率向上　既存地域冷暖房機能拡充で総合効率 0.75⇒ 1.05  ＊ 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  地域冷暖房プラント間接続・ネットワーク化
　　　　　　　　　　　  大規模コジェネの導入、下水熱利用システムの導入＊ 4

　・面的屋上緑化：熱源機器 (冷却塔 )の集約化により、再開発ビル屋上緑化を面的に実施＊ 5

　・再生可能エネルギー：建物屋上に太陽光発電を設置＊ 6

　　飲食店食品廃棄物 ( ﾊﾞｲｵｶﾞｽ転換 )を地域冷暖房ﾌﾟﾗﾝﾄ熱製造用燃料活用＊ 7

　・ごみ焼却廃熱 (蒸気 )：地域冷暖房の熱源として活用＊ 8

 

低炭素都市づくりガイドラインより②　[ みどり分野における施策効果の推計例 ]

現　状

将来像

≪対策の結果≫
●緑地の「創出」
市街地における緑被率を 30％ (現況 9％ )とし、その 5割を樹林地となるように設定

　新たに発生が見込まれる耕作放棄地 (現況 18,000ha)の 5割を樹林地となるように設定
●緑地の「保全」

対策の結果

間接効果として、
CO2 排出削減が期待される項目
◇樹林地の適正管理により発生するバイオマス
を、木質ペレット、バイオエタノールとして活
用

吸収量の増加量 ( 見込み ) 

 32.91t - CO2/ha・年
(内訳 ) 
都市緑地の創出：9.81 t-CO2/ha・年
新規樹林地の整備：13.57 t-CO2/ha・年

これからの低炭素都市づくりを検討する自治体の「都市計画マスタープラン」「総合都市交通戦略」
「地球温暖化対策にかかる実行計画」などでの活用を期待し、低炭素都市づくりに関する基本的
な考え方と対策効果の把握に必要な方法論、数値情報を示しています。

2025 年のフレーム ( 床面積 )を想定した上で、面的省エネ対策効果を計算すると、2025 年趨勢型に対して
CO2 排出量が 40％減少、現状から15％減少 (△ 348,227t-CO2）することがわかりました。

   

首都圏を事例として緑地の保全・創出による吸収量を計算すると、現況の 3 倍程度の CO2 吸収量が増大する
ことがわかりました。この他に、バイオマスエネルギーの利用や屋上緑化などによる空調負荷の低減など、化石燃
料消費の減少に伴うCO2 削減も大きな間接効果となります。

風到地区

既成市街地 近郊緑地中心市街地

ヒートアイランド現象

既成市街地

緑豊かな市街地

風の道
ヒートアイランド現象緩和

中心市街地の
都市再生

緑豊かな
市街地 都市林・農地の誘導

バイオマスの利用
CO2固定・吸収

【都市計画制度等による都市の緑の誘導】
・市街化区域の縮小 (逆線引き )
・風致地区の拡大・地区計画の設定
・緑化地域の設定・緑地保全地域の設定

【低炭素化計画】
・CO2固定・吸収に関する施策
(大規模緑地の保全・創出等 )
・ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象緩和に関する施策
・バイオマスの利用に関する施策

削減率
内訳

＊ 1電力
28.2％

＊ 2建物
31.4％

＊ 3冷凍
13.2％

＊ 4コジェネ
8.3％

＊ 5緑化
2.7％

＊ 6太陽光
3.8％

＊ 7生ごみ
1.4％

＊ 8ごみ熱
11.2％

（１）その他の国等の関連計画から ( 抜粋 )
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２. 次世代エネルギー・社会システムロードマップより（経済産業省）
～３E(Environment環境・Energy Security安定供給・Economy経済 )を達成するシステムの実現にむけて～

2030 年の次世代 
エネルギー社会における１シーン

３. 電気事業連合会
※排出量取引制度の検討に伴い、各業界から経済産業省に提出された資料より

◆エネルギー政策基本法に定められた「安定供給確保」「環境保全」「経済性」
の３つの「E」を同時に達成し、良質で低廉な電気を安定的に供給すること
が、電気事業者の基本的役割。
◆電気事業者は３つの E の同時達成を目指し、CO2 排出削減対策を進め、

低炭素社会の構築に貢献。

安定供給確保
（Energy security)

経済性
（Economy)

環境保全
（Environmental 

conservation)

2020 年度に向けた主な数値目標（CO2 排出原単位）

◆電気事業連合会では、今後、原子力の新増設や利用率の向上、再生可能
エネルギーの導入拡大、火力発電の高効率化などに努めることで、2020 年
度の CO2/ 排出原単位 0.33ｋｇ -CO2/ｋWｈ程度（2008 年度実績か
ら約 25％低減させる水準）を目指す。
◆ 2020 年以降も、原子力の推進などにより、さらなる低減を目指す。

３E の同時達成に向けて、エネルギー供給
面では、原子力発電を中核としつつ、再生可
能エネルギーの大幅な導入拡大を図ることが
不可欠。出力が不安定な再生可能エネルギー
を安定的に電力系統に組み入れるためには、
蓄電池の活用や出力抑制なども必要となる。
あわせて、負荷平準化などのために必要な火
力発電についても、高効率化をはかり、電源
のベストミックスを実現の上、総合的に低炭素
化を加速していくことが重要。

国の地域エネルギーマネジメントの考え方と、それが達成した社会像を紹介します。

マイホームに太陽光パネルとHEMSを導入、 
ほぼ１年中、エネルギーを自給自足。 
外出先から家電や家庭ロボットを操作、 
便利なだけでなく防犯や火災、機器故障も検
知。

田舎に住む両親の家のエネルギー使用状況か
ら生活ぶりを確認し、ひと安心。

HEMSの進展に伴い 
QOL（生活の質）向上サービスが盛んに。

食事や運動、生活リズムのモニター結果から、
最適な生活環境を自動実現。

暖房や給湯は太陽熱温水器や地域コジェネな
どを利用、ごみ焼却場の廃熱も利用し高効率
な省エネを実現。

家庭　  QOL（生活の質）が高まるスマートライフ

このようなマクロのエネルギー供給の姿を前提
として、再生可能エネルギーや蓄電池を活
用した地域レベルでのエネルギーマネジメント
と電力系統全体との関係や、家庭やビルな
どの需要サイドにおける我々の生活の変化な
どに着目し、今後目指すべき我が国のエネル
ギーマネジメントシステム社会システムの姿を
描いたもの。

オフィス　　都会で自然を身近に感じるオフィス
原子力をベースとしつつ、再生可能エネルギー
もフル活用。 
オフィス地区全体でエネルギーをマネジメント。

ビルの ZEB化、HP給湯器や EVの普及が
進んで、熱発生減が減り、ヒートアイランド
現象が軽減。 
街を歩いていて、自然の風を感じる。 
自然光を採り入れたオフィス内は、照明、温
度・湿度、空気の流れをコントロール、ZEB
化とともに快適な執務環境を実現。

社員食堂にはビル内植物工場で再生可能エ
ネルギーにより栽培した野菜が並び、廃棄物
はアルコール化して利用。

都会のオフィスで自然の恩恵を感じる。

産業　　臨界工業地帯が電力生産地に

工場やタンクの屋根等を利用し、 
広大な太陽光発電プラントを設置。 
大量の排熱をHP技術により回収。

工場地帯で生産した電力や熱は 
工場で利用するとともに都市へ送る。

エネルギーの大消費地から生産地へ転換。

都市ではスマートグリッドの発達に伴い、 
LRTや EVカーシェアが発達。 
鉄道も大容量蓄電池を備え、ラッシュ時に
活用。

地方ではセカンドカーからEV化、 
通勤や買物など街乗りに大活躍。 
お年寄りや身障者も電動アシスト車椅子に
より活動範囲が広がる。

物流はエネルギーマネジメントの観点から、 
高度なモーダルシフトを実現。 
長距離／集配トラックは、 
EV,PHEV、FCV等、最適な動力を選択。

交通　　　モーダルシフトの新たな展開
≪用語≫
3E：Environment、Energy Security、
Economy
HEMS：家庭エネルギー管理システム
ZEB：ネット (正味 )・ゼロ・エネルギー・ビル
HP：ヒートポンプ
EV：電気自動車
LRT：次世代路面電車
PHEV：プラグインハイブリッド車
FCV：燃料電池自動車

今後、エネルギー基本計画の見直し、
新成長戦略、スマート・コミュニティア
ライアンスでの検討を踏まえて改定して
いく。

お客様に良質で低廉な電気を安定的に提供
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４. 日本自動車工業会

400

500

600

700

800

900

1990
実績

2005
実績

2020
BAU

2020目標

896万t

717万t

791万t

次世代車増※1
+19万t

省エネ努力

電力係数
改善※2

▲75万t

▲74万t

▲28％
642万t

CO
2
排
出
量
(万
t)

（２）本市の関連計画 ( 抜粋 )

1. 都市計画マスタープラン（2011 年○月・目標年度 2020 年）

“人・まち・自然がつながる交流・創造都市”“人・まち・自然がつながる交流・創造都市”“人・まち・自然がつながる交流・創造都市”
～交流でつながる、創造力でつづく心地よい都市へ～～交流でつながる、創造力でつづく心地よい都市へ～～交流でつながる、創造力でつづく心地よい都市へ～

一人ひとりが豊かな暮らしを
実感できる「やすらぎのあるく
らし」の実現をめざします。

名古屋大都市圏の中枢都
市にふさわしいまちの鼓動や
躍動を実感できる「ときめき
のあるくらし」の実現をめざし
ます。

持続可能で水や緑、生き物
などの自然を身近に感じられ
る「うるおいのあるくらし」の
実現をめざします。

適切な住宅が選択できる環境づくり、便利に移動できる交通サービスの実現、市街地の防災
性の向上、良好なコミュニティの形成

「めざすべき都市の姿」を実現するためには、「まちづくりの方針」にそって様々な
まちづくりをすすめていくとともに、それらの取り組みが相乗効果を生み出す都市
構造を実現していくことが必要です。

　自動車の製造過程におけるCO2 削減目標量が下図である。2020 年の BAU 排出量に対して、
「省エネ努力」で▲ 75 万 t（▲ 9％）、「電力係数改善」で▲ 74 万 t（▲ 9％）、あわせて▲
149 万 t（▲ 19％ (1990 年比▲ 28％）としている。

次世代車生産比率は 10％＋αと仮定。10％＋αを超える場合は目標値を修正。 
電力係数は受電端。 
2005年 0.423kg－ CO2kWh（実績）→ 2020年 0.33kg－ CO2kWh（経団連指定）

燃費の改善については、2015年に2005年比35％向上 (18.6km/ℓ)とする目標を立てた。(下図 )

目指すべき都市の姿

まちづくりの方針

暮らしやすさを実感できる　安心・安全・便利な生活環境づくり

都心機能や空港・港湾機能の強化、交通基盤の整備による広域交流の推進、個性的な魅
力空間の創出

名古屋大都市圏を牽引する　交流・創造的活動の場づくり

エネルギーの安定供給や効率的な利用、
水辺や緑地などの身近な自然の保全・再生と緑化の推進、水循環の回復

持続可能な社会を支える　低炭素・自然共生都市づくり
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将来の都市構造

●実現に向けた取り組み
広域的な視点
名古屋大都市県内の各都市が都市機能を集約しつつ連携

名古屋市の都市構造
市内の鉄道駅を中心に概ね 500ｍ圏を基本とするソーンを「駅そば生活圏」と位置づけ、駅
そばまちづくりを推進

ゾーニング
○土地利用のゾーン
土地利用のゾーンとして、下記の３つのゾーンを設定します。

○環境のゾーン
現状の主な河川・公園・緑地等をつなぐ帯状のエリアを
「環境軸（緑と水の回廊）」とします。

○駅を中心とするゾーン
駅から半径 800ｍの圏域に、地下鉄の環状線で囲まれる部分を含
めて、「駅そば生活圏」とします。

◆都心域
・名古屋大都市圏の中心的な役割を果たす地域
・世界に誇れる魅力的な都市空間の形成
・歩いて楽しいまちづくり
◆市街域
・環境にやさしいくらしの実現
・住工複合地の改善
・地域特性に応じた市街地の形成
・樹林地や農地の保全、市街地の緑化
◆港・臨海域
・適切な土地利用誘導
・港湾・物流機能の強化
・市民に親しまれる港づくり

目標年次までの取り組み
●取り組み１
長期的なゾーニングを見据え、駅そば生活圏において、「都市機能の更なる強化」と「居住機能
の充実」をはかります。

●取り組み２
都市機能の更なる強化と居住機能の充実を効率的・効果的にすすめるため、駅そば生活圏等に
拠点を設定します。

●取り組み３
空地の集約などを含めた土地・建物の転用や利用促進策の検討、地域環境の維持・向上のた
めの地域ルールづくりなどへの支援をすすめます。

都市再生特別地区制度を活用した緑地の保全
緑地や歴史的建造物の保全を公共貢献として評価し、都市再生緊急整備地域内の都市再生特別地
区における開発地の容積を緩和（H22.9～）

市内の緑地等
都心部の開発地

市内の歴史的建造物

保全・活用保全

公共貢献
として評価

容積率緩和
公共貢献
として評価

１つの具体例：集約連携型都市構造の実現に向けた取り組み事例
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2. 緑の基本計画（2011 年○月・目標年度 2020 年）

めざす緑の都市像

” 緑” を守り増やし、これらをつなげることによって、市民が緑に包まれた健康で快適な暮らしをおく
り、地域に誇りと愛着を持つことができる” まち”、そして、自然の恵みを感じることのできる自然共生
都市をめざします。

将来の緑の姿

東部丘陵地一帯、堀川や中川運河に沿って伊勢湾と庄内川を結ぶ地域、及び庄内川や戸田川
に沿った地域を「緑と水の回廊」を形成するゾーンと想定し、広域的な緑のネットワーク形成を図る
とともに、伊勢湾から運ばれる涼しい海風を市街地へ導きます。
樹林地や農地、干潟、大きな公
園緑地は、自然的な環境を担保
する上で中核的な役割を担うもの
であることから「緑の拠点」としま
す。
また「緑の拠点」を結ぶ広幅員
道路 や主要な河川等は連続した
緑地帯を形成させることで「緑の
都市軸」となる潜在性があります。

やろまい！つなごまい！まもろまい！

緑と水の豊かな自然共生都市
①公共施設や民有地を緑化して、緑豊かな街並みをつくります
②都市公園の管理・運営に、市民が参画しやすい仕組みをつくります
③民有地の緑の保全と創出活動に市民や事業者等と協働で取り組みます
④緑を活かして楽しむための施策を展開します

Project1　緑に関わる市民を増やす～やろまい！市民総みどり人間～

施策展開の基本方針

名古屋市では、次の３つの基本方針に基づいて、緑の都市像の実現に向けたリーディングプロジェ
クトを展開していきます。

みんなで取り組む緑のまちづくり

市民や事業者が集約となった緑のまちづくりを広げていくため、自然環境保全や公園緑地の管理など、様々な場面で

の市民等の取り組みを活発にしていきます。

指標：主な緑のまちづくり

活動に携わった市民

の延べ人数

目標
累計 25万人
(平成23年度～平成32年度 )

H23        ･･･       H32(年度)

《参考》
平成 20年度実績
…11,500人 /年

方針１

目　

標

①緑のネットワーク化により、緑と水の回廊ゾーンの形成をめざします
②緑の量と質を向上させ、多様な生き物と共生できる都市環境をつくります
③公園緑地や樹林地等では、生態系を維持できるよう保全・再生します

Project ２　緑と水の回廊をつくる　～つなごまい！緑と緑そして水～

人と生き物が快適に暮らすまちづくり

緑のまとまり度やボリューム感など、緑の質についても適正に評価し、既存の緑を多様性に配慮し極力保全するほか、

緑化地域制度による市街地緑化など、新たな緑の創出に向けた施策を行い 2020年には現状よりも緑が多くなる状況
をめざします。

指標：緑比率（市全域）

方針 2

目　

標
指標：市民１人当たりの都市

公園等の面積

現況 (平成17年度 )

現況 (平成22年度 ) 目標 ( 平成 32 年度 )

24.8％

9.4 ㎡

27％

10 ㎡

※ここに紹介する計画はまだ策定中であり、今後変更する可能性があります
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重点的に進める取り組み

「緑と水の回廊形成区域」を設定し、緑陰街路、多自然川づくり、民有地の緑化などの取り組みを重点的に実施して
いきます。

①緑陰街路でさわやかな道に
　街路樹の育成に努め、美しい都市景観や、
夏でも涼しい風が通りぬける緑陰街路を形成
します。

②生き物がすみやすい水辺に
　多自然川づくりを進める河川などにおいて
は、治水安全度を高める改修をしていく中で、
自然に配慮した整備を進め、生き物がすみや
すい水辺環境をつくります。また、河川に沿っ
た緑化を進めます。

③緑陰街区で快適な街に
　緑豊かで快適なまちづくりを行うため、緑陰街区の形成を進めます。街区内の公共施設では、緑陰を提供する樹
木を積極的に植栽します。民有地においても緑化地域制度や地区計画の活用により、緑陰の形成を図る質の高い
緑化を誘導します。

⑤生き物が豊かな農地やため池に
　市民とともにため池の生物多様性の保全に取り組んだり、環境保全型の農業を推進することによって、多様な生き
物がすむことのできる環境を整えます。

「緑と水の回廊形成区域」の設定

緑陰街路のイメージ

①なごやの緑の拠点となっている都市計画公園緑地内にある民有樹林地を多様
な手法で保全します
②既存ストックである民有樹林地・農地などの保全を図ります
③都市公園を資産としてとらえ、効果的な利活用を図ります

既存の緑を大切にするまちづくり

都市公園の整備を推進し、地域制緑地制度を活用することによって、民有の樹林地や農地の減少を食い止め、市民

が利用することのできる緑を増やします。

方針 3

目　

標

●概ね１ha 以上のまとまりのある樹林地を含め、道路等の地形・地物で囲まれた

区域を「保全配慮地区」として設定します。

●未買収の民有樹林地が残る都市計画公園緑地の区域に加え、都市計画公園緑地

以外の民有樹林地も対象とします。

●緑地開発事前協議制度
●都市計画制度等の活用による樹林地保全
●樹林地と一体になって良好な自然環境を形成している農
地の保全

●緑地の維持管理
●緑を保全する制度の活用検討

指標：農地の面積

指標：まとまりのある緑の

箇所数、面積 現況 (平成17年度 )

1,320ha
約 300ha
55か所 減少ペースを抑制し

可能な限り維持

目標 ( 平成 32 年度 )

「保全配慮地区」の設定と取り組みの方針

一定のまとまりを有する民有樹林地のうち保全措置が必
要と考えられるものについては、多様な手法の組み合わ
せにより、地区の自然的環境の保全に努めます。
具体的には、法令等による緑地保全制度の活用を軸と
して、緑の確保を進めます。また、地区内に包含され
る雑木林や湿地、ため池など、多様な生き物がすむこ
とのできるビオトープ環境の維持をめざします。
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道路が変われば まち が変わる

2. なごや新交通戦略推進プラン（2011 年○月・目標年度 2020 年）
※ここに紹介する計画はまだ策定中であり、今後変更する可能性があります

基 本
理 念

新たな交流社会を見据えて、

” 安心・安全な ”　” 環境にやさしい ”　” 賑わいのある ”
まちの創造のために、まちづくりと連携した総合交通体系の形成をめざします

3 つの 
目標

安心・安全で便利な交通

環境にやさしい交通

まちの賑わいを支える交通

６つの 
基本方針

・誰もが利用しやすい交通システムの実現
・安全を確保した交通環境の形成

・低炭素型交通体系の実現
・交通エコライフの推進

・歩いて楽しいまちの創出
・まちの活力を支える交通環境の形成

道路空間の
再配分

賑わい空間
創出！

みちを新たな交流社会を支える空間に…
道路空間を時代に対応した使い方へと再配分

まちが変われば交流が促進される
そしてライフスタイルが変わる

みちまちづくり

リーディング・プロジェクト

みちまちづくりの展開

将
来
の
ま
ち
の
す
が
た

基
本
的
方
向

み
ち
ま
ち
づ
く
り

各
種
交
通
施
策

イ
メ
ー
ジ
図

都心部 拠点駅そば 生活圏 

み
ち
ま
ち
づ
く
り
パ
ッ
ケ
ー
ジ 

□賑わいと活気に満ち
あふれたまち

□「人」を優先とした安
全・快適で回遊性に
富んだ交通環境が整
備 

▽道路空間を再配分し、
賑わい空間の創出

▽道路空間の多様な利
活用による、まちが賑
わい、歩いて楽しめる
まちの実現

□利便施設が集約化され、環
境にやさしく歩いて暮ら
せるコンパクトなまち

□「人」にやさしく安全・快
適で利便性に富んだ交通
環境が整備　

□公共交通をはじめとした移
動手段が確保されたまち

□「人」の安全性を重視した
交通環境が整備されたまち

○オープンカフェ
　トランジットモール

○バリアフリー対策

○次世代の路面交通シス
テム（ＬＲＴ等）

○ちょい乗りバス
　コミュニティサイクル

○歩行空間や自転車走行空間
整備

○バリアフリー対策

○駅前広場や自転車駐車場整
備

○環境にやさしくコンパクト
なまちのための新たな交通
システム

▽安全を優先した歩行者・自
転車空間の創出

▽誰もが安心して利用できる
公共交通サービスの実現

▽道路空間の再配分により、
徒歩、自転車を優先とした
道路空間の創出

▽公共交通を中心とした安
心・安全・快適な駅そば
生活の実現

○歩行者・自転車の安全性に
重点をおいた歩車共存道路
などの整備

○歩行空間の拡充やポケット
パークの整備

○総合的な駐車マネジ
メントの推進

○物流システムの円滑
で効率的な道路環境
の整備

○ＩＣカードの汎用性を
高めるなど、公共交通の
利便性と快適性の向上

○カーシェアリングやコ
ミュニティサイクル

○乗合いタクシーやコ
ミュニティバス

○交通バウチャーなど移
動手段を支援する制度
の検討
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3. 住生活基本計画（2011 年○月・目標年度 2020 年）
※ここに紹介する計画はまだ策定中であり、今後変更する可能性があります

住まいをめぐる状況が大きく変化する中で、豊かな住生活を実現するためには、家族形態の
変化などに対応する様々なニーズにあった住まいを「えらび」、安全で安心して住み続けられ
るように生活を「まもり」、環境への配慮はもちろん、長く住み続けることができるような良好な
住まい・まちを次世代に「つなぐ」ことが重要です。
住まい手、住宅関連事業者、NPOなどの各種団体等、名古屋市などが協働し、この「えら
ぶ」、「まもる」、「つなぐ」の方向性にそった住まい・まちづくりをめざします。

えらび、まもり、つなぐ
住まい・まちづくり

適切な住まいをえらぶ

良好で快適な居住環境をえらぶ

住まいを確保し生活をまもる

安定した居住の継続をまもる

きずなのある暮らしをまもる

災害や犯罪から住まいをまもる

地球環境に配慮した住まいをつなぐ

適切に維持管理・改善された住まいをつなぐ

えらぶ
～様々な居住ニーズに対
応できる多様な住まい・
まちをつくる～

えらぶ
～安全で安心して住み続け
ることができる住まい・
まちをつくる～

つなぐ
～地球環境にやさしく、長
く住み継がれる住まい・
まちをつくる～

住まい・まちづくりの基本方向

重点施策２　駅そば居住の促進

重点施策 3　駅そば市営住宅再整備モデル事業

えらぶ つなぐ

まもるえらぶ
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重点施策 7　エコビレッジ志段味 ( 循環型社会対応住宅 )プロジェクト

重点施策 6　アセットマネジメントの推進と環境に配慮した良質なストックの形成

重点施策 9　住情報案内ウェブサイト

まもるつなぐ

まもるえらぶ つなぐ

まもるえらぶ つなぐ
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本計画では「駅そば」を「鉄道駅 800ｍ圏内」としています。しかし直線距離にした 800m圏と、
実際に道路を歩いた 800m圏とは随分その範囲が違っています (下図分析結果参照 )。さらに駅
そばといってもその様子は地域によって様々です。今後、駅そば生活圏を構築する際、利便施設
の集積度、交通インフラの整備度など、地域の実情に応じた快適・利便性を分析することが重要
です。

都心部の 800 ｍ圏内の円
都心部「栄駅」から800ｍ圏内を囲うと円の中に駅が３つ、さらに平らな地形となっています。

ここでの分析は、名城大学大学院 都市情報学研究科 2年 (海道研究室 )中村康平さんの研究
を掲載させていただきました。
栄駅は都心の色合いが濃く、人口分布を見ると人口がほとんどいないことが分かります。その代わり
に、施設については非常に豊富であると言えます。道路網は間隔の広い格子状となっており、経
路距離によって到達できる範囲は、直線距離である場合の約 6割前後です。

（参考）“ 快適さ ”…その１「駅そば生活」：800 ｍ圏内の利便性 郊外部「本山駅」の 800 ｍ圏内の円
郊外部「本山駅」から800ｍ圏内は、駅としては本山駅１つ、さらに土地の高低差も感じられる
場所もあります。

本山駅は人口が多く、駅の周辺に集中していることが分かります。施設は駅の直近に集中し、それ
以外は道路に沿って立地しています。
道路網は駅を中心として放射状に近く、経路距離によって到達できる範囲は、直線距離である場
合の約 7割前後です。
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芝生 歩道 アスファルト道路

なぜ打ち水をすると涼しくなるのでしょうか？「気化熱」といって、水が水蒸気になって蒸発する
際に、周囲の熱を大量に奪う現象が起きているためです。

左図は、夏の日中の温度（木陰、
芝生、コンクリートの上）です。 
(元愛知大学名誉教授：大和田
道雄氏資料を一部加工 )
「緑」を効果的に都市に配置する
ことで、ヒートアイランド現象を緩和
することができます。エネルギーを
使わなくても快適な都市を実現させ
るには、「緑」は欠かせない要素
の１つです。

（参考）“ 快適さ ”…その２「風水緑陰生活」：緑

植物の葉からもほぼ同じように、根から水を吸い上げた水
を、葉から水蒸気として放出しています。この蒸散作用を
利用することで、常に周辺を涼しい状態に保つことができ、
化石燃料を使わずに、建物内を快適にしてくれる、いわば
自然のクーラーのような効果があります。自宅でも手軽に楽
しめる緑化として日本古来からの文化「植木」などの他、「緑
のカーテン」があります。ぜひ、一度、チャレンジしてみましょう！

　　緑のカーテン

38℃
44℃

29℃

27℃

28℃
葉の表

葉の裏

 

その他の緑の効用　( 緑の基本計画より )

人と自然が共生する都市環境を形成します

美しい都市景観を形成します

都市の安全性・防災性を高めます

 
休憩・癒し 情操・環境教育 レクリエーション 地域ｺﾐｭﾆﾃｨの形成 

市民の健康で活力ある生活の場を提供します

 季節感の提供 地域固有の景観の形成 魅力ある景観の形成 

 延焼防止 災害時の復旧活動拠点 健全な水循環の形成 
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（参考）“ 快適さ ”…その３－１「低炭素「住」生活　～くるま～」：自転車

コミュニティサイクルは、自転車をみんなで共有し、楽しく健康的に街なかを移動するための新しい自
転車の使い方で、名古屋市では 2007年以降、「名チャリ」の愛称で社会実験を実施し、特に
2009年と2010年は、名駅～栄のエリアで大規模な社会実験を実施しました。

コミュニティサイクルとは、ス
テーションと呼ばれる、専用
の自転車貸出・返却場所を
複数かつ高密度に設置し、
ステーションであれば、どこ
でも自転車を借りたり返したり
できる「自転車共有システム」
です。

「運輸」からのCO2排出量を減らすには、次世代自動車の普及や燃費の向上をはかるとともに、
「自動車」のみに頼らない “まちづくり” “しくみづくり” が重要です。
例えば、都心において、歩きやすい空間形成と、自転車・ループバス等による移動支援により、
快適で、しかも回遊性を高めながら、自動車からのCO2排出量を低減することができます。
その１つが、「コミュニティサイクル」です。今後、本格実施にむけて課題を整理していきます。

従来のレンタサイクルは１日単位等
で自転車を借りますが、コミュニティ
サイクルはステーション間の移動に
自転車を使用し、短時間での貸出・
返却を繰り返すことで多くの人で自
転車を共有利用します。

2009 年 2010 年

実施エリア

ステーション数

貸出自転車台数

自転車の種類

実施期間

利用時間

登録料（基本料金）

利用料

名古屋駅～栄地区

３０箇所

３００台

放置自転車

６０日間

午前８時～午後８時

無料

無料

名古屋駅～栄地区

３０箇所

３００台

放置自転車１００台
オリジナル自転車２００台

６１日間（２ヶ月）

午前８時～午後８時

有料（２ヶ月で２，０００円）

３０分以内の利用は無料
以降、３０分毎に２００円課金

実施結果（2009 年、2010 年）
2010年「名チャリ」社会実験会員登録者アンケート結果抜粋

2009 年 2010 年

登録者数

貸出回数

貸出回数／日

平均利用時間

回転率

一人当りの平均利用回数

３０，７９４人

９８，８４６回

１，６４７回

３２．４分

５．５回

３．２回

１，９０５人

２６，２０８回

４３０回

１２．９分

１．４回

１３．８回

満足
34％

やや
満足
36％

やや
不満
24％

不満
6％

有料化
に賛成
59％

条件付きで
有料化に
賛成  33％

有料化
に反対
4％

どちら
でもない
4％

利用
したい
69％

利用しやすさ
によって
利用したい
30％

利用したいと
思わない
1％

ある
23％

ない
77％

変わると思う
29％

目的によって
は変わると思う

56％

変わらない
と思う
15％

全体的な評価

本格実施後、来訪手段が「自動車」から
「名チャリ＋公共交通」に変わる可能性

今回、「自動車」から「公共交通＋
名チャリ」に変えたことがあるか

本格実施後の利用について有料化について
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住まいを低炭素で “快適に” する１つの方法として「パッシブ住宅」という考え方があります。パッ
シブ住宅とは、エアコンなどの機器ではなく、太陽や風、地熱など、自然の力を最大限に生かす
住宅のことです。ではなぜ「快適」なのか。その謎を解いてみましょう！

急激な温度変化は、血圧・脈拍が上昇・下降して心臓や血管などに大きな負担がかかり、身
体に影響を及ぼします。断熱性能のすぐれた住宅は、「部屋と部屋の温度差」が少なく、北側の
部屋や廊下、トイレの床にいたっても、冬にゾクッとするような冷たさがありません。

（参考）“ 快適さ ”…その３－２「低炭素「住」生活　～すまい～」：住宅

[ パッシブ住宅の ( 例 )]

空間の温度差を解消

室内の空気がよどんでいると、温度や湿度がこもって、カビやダニ、木の腐蝕菌などが繁殖しや
すくなり、不快感が増すばかりか、実際に人の健康にも、家の耐久性にも大きく影響します。熱交
換換気方式など、温まった空気そのものを取り入れることで、「暖房」≠「換気」を解決できます。

大事な換気！

(右図 )
断熱住宅と非断熱住宅における
暖房時の室温の違い

(左図 )
基本的な空気の流れ

太陽光や風、雨など、自然をフル活用し、生活から排出されるゴミや汚水も全て処理して利活用。
自然エネルギーだから災害時も安心。脱化石燃料の生活は、災害時、エネルギー供給がストップ
した場合でも、ある程度、自立して快適に生活することが可能です。

[環境共生住宅という

エネルギー・資源・廃棄物などの面で充
分な配慮がなされ、周辺との自然環境と
親密に調和し、健康で快適に生活できる
よう工夫された、環境と共生するライフスタ
イルを実践できる住宅、およびその地域環
境のことを「環境共生住宅」といいます。
　環境への影響を最小限にし ( ﾛｰｺﾝﾀｸﾄ )
自然の力を最大限に活用し ( ﾊｲｺﾝﾀｸﾄ )、
その土地が受け継いできた自然や歴史と
私たちの生活をつなぐ発想で暮らすことが、
「低炭素で快適な」地域につながってい
きます。

[ 自然エネルギー ]

[ 環境共生住宅という考え方 ]
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　発展が目覚ましい名古屋市緑区の東部地域において、地下鉄の延伸による新駅の設置にあわせ官民による緑区東部の新しい拠点整備を目的とした事業です。

敷地を東西に通り抜ける『緑のプロムナード』を中心に、区役所支所・図書館・保健所・地区会館が一体となった地域センターや、ロータリーのある駅前広場、デッ
キ状のテラス広場といった公共公益施設と、民間事業者による商業・サービス店舗及び駐車場などの施設を総括的に整備すると同時に、区画整理によって失われ
つつある緑の再生や自然エネルギーの活用にも配慮した環境デザインを採用することで利便性が高く、にぎわいと潤いのある『コンパクトシティ』を創造します。

様 な々色を重ね新しい色を創出するパレットのように、色とりどりの機能をもった施設、世代や価値観を超えた区民の色鮮やかな交流や活動が出会い、そして融合
する “彩（いろどり）” に溢れた新しい交流拠点を提案しています。

環境先進モデル事業 ( 事例：徳重支所 ) “ 成長する街を支える『彩』あふれるコンパクトシティ”　　提供：青島設計

BEE による建築物のサステナビリティランキング

ユメリア徳重
（公共施設）

ヒルズウォーク徳重
（商業棟）

駅

100

50

0
100500

3.1

25
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エコドライブ

環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用のことで、CO2 削減対策
のほか NO ｘ等の排出削減により、大気汚染対策にも資する。「急
発進・急加速をしない」、「アイドリングストップ」、「タイヤ空気圧の点検」
など１０項目を「エコドライブ 10 のすすめ」として、2003 年にエコ
ドライブ普及連絡会（警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境
省）が策定した。

エコポイント

環境配慮型の商品の購入やマイバッグの持参など、消費者の環境配
慮型の消費行動に対してポイントを付与することで、環境保護へのイ
ンセンティブとしようとするポイント制度及びそのポイントをいう。愛知万
博を契機に導入された「EXPO エコマネー」はエコポイント型のシス
テムであるほか、環境省では「エコ・アクション・ポイント」という制
度として導入している。

エコリフォーム

住居生活からの CO2 排出量を削減するために行うリフォームのこと
で、①窓の断熱改修、②外壁や屋根・天井または床の断熱改修、
③バリアフリー改修、④太陽熱利用システム、⑤節水型トイレの設置、
⑥高断熱浴槽の設置のうち、平成 23 年 12 月 31 日までに工事着
工されたものは住宅エコポイントの発行対象となる。また、有害化学
物質の含有量の少ない建材などを使った、健康や環境に配慮したリ
フォームを意味する場合もある。

ネルギーの面的
共同利用

分散型電源（需要地の近くに分散して配置し、発電を行う小規模な
発電設備）などを活用し、個々の建物でではなく面的な複数の建物
でエネルギーの最適化･効率的を図るエネルギー供給システム。

エネルギー
マネジメントシステム

エネルギーを体系的に管理するための枠組みで、エネルギー使用
における効率性、エネルギーパフォーマンスの向上を目指すための
鍵となる。エネルギーマネジメントシステム（EnMS）の国際規格
ISO50001 は、組織の大きさや業種に関係なく、CO2 削減や省エ
ネルギーを目指す全ての組織に適用可能な規格である。

温室効果ガス

大気中の二酸化炭素やメタンなどの気体は、太陽からの熱を封じ込
め、地球を暖める働きがあるため、温室効果ガスという。二酸化炭素、
メタン、一酸化二窒素のほか、代替フロンのハイドロフルオロカーボン
（HFC 類）、パーフルオロカーボン（PFC 類）、六ふっ化硫黄（SF6）
が、京都議定書において削減対象の温室効果ガスと定められている。

（３）用語集

あ行
※太字は低炭素都市 2050 名古屋戦略に際に作成したもの

愛知ターゲット

生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）において採択され
た、2011 年以降の新戦略計画。2010 年までの短期目標では、生
物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施するこ
ととされ、世界の陸域に占める保護地域の割合を 17%、海域の保
護地域の割合を 10% に拡大するなど 20 の個別目標が盛り込まれて
いる。2050 年までの長期目標では、自然と共生する世界の実現を目
標とし、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明
に利用され、それによって生態系サービスが保持され、健全な地球
が維持され、全ての人々に不可欠な恩恵が与えられる世界を目標とし
ている。締約国は、この目標に沿って国家戦略を策定・改定し、具
体的な施策を実施することが求められる。

雨水の蒸発散率

降雨や降雪として地上に降り注いだ水のうち、水面や地表面からの
蒸発や、植物の葉からの蒸散によって大気中に放出された水の割合。
ただし、一度地中に浸透して地下水となっても、その後湧出したり植
物に吸収されて蒸発するものを含む。

雨水の浸透･貯留率
降雨や降雪として地上に降り注いだ水のうち、地中にしみ込んで地下
水となる水の割合。ただし、貯留機能を持つ施設（雨水タンク、雨
水調整池等）に一時的に貯留されるものを含む。

雨水の直接流出率

降雨や降雪として地上に降り注いだ水のうち、地中にしみこむことなく
河川等に流出する水の割合。ただし、下水道や水路等の排水施設
を経て貯留されることなく河川等に至るものを含む。
※ここでいう「浸透・貯留」「蒸発散」「直接流出」は、都市特有
の水の動きを考慮して独自に定義したものであり、水文学の用語の定
義とは異なる。

エコ事業所認定制度

事業活動におけるエネルギー消費などを規制的手法で抑制するので
はなく、事業者の環境保全に向けた自主的な取組みを支援する制度。
対象となるのは、名古屋市内に所在し、①環境管理システムの導入、
②環境教育の実施、③自動車利用における環境配慮の実施、④緑
化の推進、⑤廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進、⑥省エネルギー・
省資源の推進、⑦新エネルギーの導入、⑧グリーン購入の実施、⑨
環境情報の開示・提供、⑩社会貢献活動の実施、といった環境に
配慮した取組みを自主的かつ積極的に実施している事業所。
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カーシェアリング
複数の人が自動車を共同で保有して、交互に利用すること。走行距離
や利用時間に応じて課金されるため、適正な自動車利用を促し、公共交
通など自動車以外の移動手段の活用を促すとされる。

カーボンオフセット

ある場所で排出する温室効果ガスのうち、削減が困難な部分の排出量に
ついて、他の場所で排出削減・吸収の活動（植林・森林保護や自然
エネルギー等）を実施する、又は他の場所で実現した温室効果ガスの
排出削減・吸収量等を購入することによって埋め合わせ（オフセット）す
ること。

カーボンラベリング
（カーボンフットプリント）

環境保全に役立つ商品にそれとわかる表示をして国民に推奨する制度。
商品のライフサイクル全般（資源採掘から廃棄まで）での温室効果ガス
の排出量を、二酸化炭素に換算して表示することで、環境負荷の可視
化により、消費者に対して環境配慮行動を促すことになる。

ガイドウェイバスシステム

降バス車両を利用した軌道系交通システム。案内レールを設けた専用走
行路と一般道路を同一車両で走行でき、乗り換えの煩わしさがないため、
定時性、高速性、建設費の低廉化や運営の効率化などの多彩なメリット
を持っている。日本で最初に導入されたのは、名古屋市で 2001年に運
行を開始した「ゆとりーとライン」である。

化石燃料
石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている再生産のできない有限
性の燃料資源。

風の道

郊外から都市部へ風を誘導する風の通り道をつくることで、都市部の気
温上昇を抑えようとする手法。ドイツのシュトゥッガルト市の都市計画で効果
を上げたヒートアイランド対策で、幹線道路や河川沿いに公園等の緑地を
工夫して配置することで風の道を整備し、都市を冷やそうとする取組みが、
日本でも東京、大阪、名古屋などの３大都市を中心に進められている。

環境エネルギー産業

太陽光発電など再生可能エネルギーの利用、蓄電池、次世代自動車、
エコ住宅など、低炭素社会づくりを推進する上で必要な環境技術・製品・
サービス等を提供する産業のこと。環境負荷低減のほか、資源の循環
的な利用の徹底などにより資源エネルギーの有効利用、安定利用にも資
するものである。2010年 6月に策定された「新成長戦略」においては、
強みを活かす成長分野の一つに挙げられており、グリーン・イノベーショ
ン（環境エネルギー分野革新）の促進や総合的な政策パッケージにより、
世界ナンバーワンの「環境・エネルギー大国」を目指すこととしている。

か行

環境サポーター制度

幼稚園・保育園や小学校が、環境に配慮した取組みを進めるにあたり、
環境に関する話やワークショップ、自然観察などの環境学習プログラムを
実施する市民を名古屋市が派遣する制度。なごや環境塾修了生・自然
観察指導員・環境カウンセラーなど、環境の各分野に精通した環境サポー
ターが、園や学校に出向き、環境学習プログラムを実施する。

環境性能表示
建築物の環境性能の評価結果を広告等に表示し、環境に配慮した建築
物の普及促進を図る制度。東京都では大規模な新築（増築）マンショ
ンの販売や賃貸のための広告等に環境性能の表示を義務化している。

環境的に
持続可能な交通

ＥＳＴ（Environmentally Sustainable Transport）と略され、運輸
部門における環境負荷の低減などの交通・環境政策を策定・実施し、
環境面はもちろん、経済面や社会面からも長期的に持続可能な交通シス
テムの確立を目指す取組。

環境負荷
人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障原
因となる恐れのあるもの。

気候変動枠組条約
（気候変動に関する
国際連合枠組条約）

温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、気候変動による様々
な悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約。1992年に
採択され、1994年 3月発効した。日本は、1992年に署名、1993年
に批准した。締約国に対し、温室効果ガスの排出・吸収目録の作成や、
削減のための国家計画の策定とその実施等の義務を課している。

京都議定書

1997年 12月に京都で開催されたCOP3で採択された気候変動枠組
条約の議定書。2005年 2月に発効した。日本は 1998年 4月28日に
署名、2002年 6月4日に批准した。先進締約国に対し、2008～ 12
年の第一約束期間における温室効果ガスの排出を、1990年比で 5.2％
（日本 6％、アメリカ7％、EU8％など）削減することを義務付けている。
また、削減数値目標を達成するために、京都メカニズムと呼ばれる柔軟
性措置として、ＣＤＭ（クリーン開発メカニズム）などを導入している。ま
た、「ポスト京都議定書」とは、第一約束期間以降の枠組みにかかる諸
問題を指す。

京都メカニズムクレジット

京都議定書の排出削減目標を達成するための補足的な仕組みである京
都メカニズムのうち、先進国間で取引可能な排出削減量証明のこと。発
生起源によって、①ＡＡＵ；京都議定書に基づいて各国に割り当てられ
る排出枠、②ＥＲＵ；共同実施を通じて発行されたクレジット、③ＣＥＲ；
排出削減のクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）を通じて発行されたクレジッ
ト、④ＲＭＵ；京都議定書に基づく吸収源活動による吸収量の４つに
分類される。
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グリーン
インフラストラクチュア

都市・町・村の内部及び間の社会基盤・社会資本のこと。オープン・スペー
ス、水路、公園、森林、緑地帯、街路樹、田園など多機能な空間のネッ
トワークで構成され、地域の人 と々コミュニティに社会的・経済的・環境
的利益をもたらすもの。

グリーン・ニューディール

風力、太陽、バイオマスなど、温室効果ガスや有害ガスの排出が少なく、
環境への負荷が小さい自然エネルギーから得られる電気。グリーン電力
の割高な電気料金を消費者が負担して普及を進める「グリーン電力料金
制度」や、グリーン電力の持つ環境価値を認証した「グリーン電力証書」
を購入することでその電気を使っていると見なすなど、普及に向けた仕組
みが導入されている。

グリーン電力

幼稚園・保育園や小学校が、環境に配慮した取組みを進めるにあたり、
環境に関する話やワークショップ、自然観察などの環境学習プログラムを
実施する市民を名古屋市が派遣する制度。なごや環境塾修了生・自然
観察指導員・環境カウンセラーなど、環境の各分野に精通した環境サポー
ターが、園や学校に出向き、環境学習プログラムを実施する。

グリーン物流

環境にやさしい物流システム。複数の企業が共同で荷物を積合わせして
効率化を図る「共同輸配送」、トラックによる貨物輸送を海運や鉄道輸送
へと転換する「モーダルシフト」、低公害車やデジタル式タコグラフ（運行
記録計）の導入など、様 な々手法がある。

国内クレジット

2008 年 10 月に開始された国の制度で、中小企業等が大企業等から
資金や技術・ノウハウの提供を受け、共同でＣＯ 2 排出削減に取組み、
その削減分を売買できる仕組み。中小企業等は、大企業等の技術・ノ
ウハウを得て省エネ設備の導入を進めることができると共に、ＣＯ 2 削減
分を国内クレジットとして売却することができる。一方、大企業等は、この
国内クレジットをＣＯ 2 削減の自主行動計画等の目標達成のために活用
することができる。国内クレジット認証委員会に認証されたＣＯ 2 削減量
が国内クレジットとなる。

コミュニティサイクル
（都市型レンタサイクル）

都市部の短距離、短時間の移動手段として、自転車を共有して新たな
公共交通として活用しようとするもの（サイクルシェアリング）。レンタサイク
ルとは違い、地域に高密度でステーションを配置して、ステーション間の
移動であればどこで借りて、どこへ返してもよいという特徴がある。パリの
べリブ等が有名で、国内でも社会実験として実施事例も多く、本市でも「名
チャリ」として実験が実施されている。富山市・北九州市で本格導入が
はじまっている。

さ行

再生可能エネルギー

資源枯渇のおそれがない、あるいは許容範囲内で使えば何度でも再生
できるエネルギー。具体的には、太陽光や熱、風力、小規模水力、バ
イオマス、潮力、地熱、温度差などから取り出す「自然エネルギー」と、
廃棄物の焼却熱利用・発電などの「リサイクルエネルギー」を指す。

里山

人里離れた奥山と集落との間に存在する、地域住民の生活と密接に結
びついた場所。日本の農村では、毎日の生活に使う燃料や、肥料の多く
を近くの雑木林や草地から採ってきたが、このような普段の生活に関係の
深い森林や草地、森と隣り合わせの田畑、用水路、ため池、集落など
を合わせたもの。

敷地内緑化

都市緑地法で創設された緑化地域制度に基づいて、緑が不足している
市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合、
敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付けるもの。法律の義務付け対
象は、敷地面積が原則 1,000 ㎡以上の新築又は増築であるが、条例
で敷地面積の対象規模を300 ㎡まで引き下げることが可能。名古屋市
では 2008 年 3 月に、全国に先駆けて敷地面積 300 ㎡以上の建築行
為に対して、10～ 20％の緑化を義務付けている。

次世代型交通システム

IMTS（電波磁気誘導式のバスで、専用路では、10 台程度の隊列走
行などの無人運転が可能であり、一般道路上では、通常の有人運転が
可能とされる）やちょい乗りバス（駅周辺でのちょっとした移動に気軽に乗
れる交通機関）などをいう。

次世代自動車

平成 20 年 7 月に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」の定
義では、運輸部門からのＣＯ 2 削減のために今後普及拡大が期待され
る、ハイブリッド自動車（HV）、電気自動車 (EV)、プラグイン・ハイブリッ
ド自動車（PHV）、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車、天然
ガス自動車等のことを指す。経済産業省の「次世代自動車戦略 2010」
では、国内新車販売に占める次世代自動車の割合を、2020 年で 20
～ 50％未満、2030 年で 50～ 70％の見通しを立てている。

次世代省エネ住宅

エネルギー消費量が少なく、健康で快適に暮らすことができる住宅。高
断熱（断熱材で家全体を包み、外気の影響を受けにくくする）、高気密（す
き間をなくし、エネルギーの無駄をなくす）、換気システム（計画的な換気
で健康的な空気環境をつくる）等の機能がある。平成 11 年に省エネル
ギー法に基づく住宅の断熱性機能・機密性能等の基準（省エネ基準）
の内容が、より省エネルギー化の方向に見直された。
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自然エネルギー

自然現象としてのエネルギーを取り出して利用するエネルギー。資源枯渇
のおそれがないあるいは許容範囲内で使えば何度でも再生できる「再生
可能エネルギー」の主要な要素を占める。具体的には、太陽光や熱、風力、
小規模水力、バイオマス、潮力、地熱、温度差などから取り出すエネル
ギー利用のこと。

自然空調
豊富な緑や風の道から運ばれる冷気を効果的に活用したり、建物外部で
は、緑のカーテン・壁面緑化・屋上緑化などにより、熱を遮断するなど
自然を活用する空調をいう。

自治体環境グランプリ

環境と経済を両立し、環境負荷の低減と生活の質向上をめざす自治体
の取組に贈られる。「自治体環境グランプリ2003」において、「ごみ非
常事態宣言」以降の「ごみ減量・資源化」の取り組みが高く評価され、
220 万名古屋市民と名古屋市が「環境大臣賞」と「グランプリ」を受賞
した。

自動車消費効率 自動車のエネルギー消費効率をいい、燃費値（km/L）を用いる。

自動車分担率 貨物や旅客の輸送において自動車が利用されている割合。

自動車流入抑制

「交通重要マネジメント（TDM；Traffic Demand Management）」の
一環で、環境・エネルギー的に持続可能な都市交通システムを構築す
る視点から、都市部で発生する自動車交通量を道路設備に即した適正
な量にコントロールすること。渋滞が激しい都市部への自動車の流入を抑
制する動きが世界的に加速しており、パークアンドライドの実施や、都市
部に乗り入れる自動車に賦課金を課すロードプライシングを実行している都
市もある。

遮熱舗装

日射エネルギーの約半分を占める近赤外線の反射率を高め、舗装路面
の温度上昇を抑制する舗装。排水性舗装に適用すれば、舗装が有する
透水性や低騒音性等の機能と、路面温度の上昇抑制機能が両立できる。
一般のアスファルト舗装よりも表面温度の上昇を抑制できるため、歩行者
空間や沿道の熱環境の改善、ヒートアイランド現象の緩和が期待される。

集約的なまちづくり

中心市街地が衰退する一方で、都市周辺部に市街地が拡大する空洞
化現象が顕著な都市では、自動車依存度が高く、運輸旅客部門や民
生業務部門のＣＯ 2 排出量が多い傾向があるほか、インフラ維持管理
費の増大など、温暖化促進につながる問題が発生している。この都市
機能拡散に対し、中長期的なＣＯ 2 排出量の削減に向けて、都市構
造の見直しと低炭素社会の構築が不可欠との見方が、環境省の検討会
で報告されている。これに対する具体的な施策の方向性として、温暖化
対策の視点を盛り込んだ都市計画・交通政策の実現や、固定資産税・
住民税のグリーン化、無秩序な郊外開発の抑制と公共交通を軸とした都
市機能の再集約化、自動車交通需要の抑制、公共交通機関への支援、
自転車利用の促進、などが提唱されている。さらに、このようなまちづくり
の方向性が、温暖化防止だけなく、高齢者の負担軽減、都市インフラ
の維持管理コスト軽減、中心市街地活性化、快適な生活空間の創出に
も寄与することが併せて指摘されている。

集約連携型都市構造

都市圏内の一定の地域を都市機能（居住・利便施設・オフィス・商業
施設等）の集積を促進する拠点として位置づけ、集約拠点と都市圏内
のその他の地域を公共交通ネットワークで連携させる都市構造のこと。国
土交通省が 2010 年 8月に策定した「低炭素都市づくりガイドライン」では、
少子・超高齢化への対応や、エネルギー消費量が少ない環境負荷低
減型の都市活動を実現するため、拡散型都市構造から集約型都市構造
（コンパクトシティ）への転換が不可欠とされている。

旬産旬消

旬の食材を旬の時期に消費すること。季節に見合った旬の野菜や果物
は栄養価も高く、また、季節外れの時期に人工的環境で栽培される食材
に比べ栽培に要するエネルギー消費が少ないので、環境への負荷も少
ない。

省エネルギー
アドバイザー

地球温暖化防止対策の一環として、省エネルギーに関する専門家を派
遣し、家庭や事業所の省エネへの取組みを支援するもの。本市では、
中規模の事業所を中心に個別訪問し、「省エネ対策虎の巻」を活用して、
省エネ対策の相談にきめ細かく対応している。一方、「地球温暖化対策
計画書」を届出している大規模事業所に対しては、「省エネ指導員」が
より効果的な省エネへの取組み等について、意見交換、助言等を行っ
ている。

情報通信技術
（ＩＣＴ）

ICT（Information and Communication Technology）と略され、
情報・通信に関連する技術一般の総称。従来の「IT（Information 
Technology）」とほぼ同様の意味で用いられる。
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生物多様性 2050
なごや戦略

生き物と共生する持続可能な都市なごやを実現するための指針。「身近
な自然の保全・再生」と「生活スタイルの転換」の二つの観点から、市
民との協働で、「多様な生物と生態系に支えられた豊かな暮らしが持続し
ていく都市なごや」を目指していく。
※参照 HP アドレス
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-5-14-2-0-0-0-0-0-0.html

ゼロエミ住宅
自然への環境負荷がゼロの住宅のことで、「ゼロエミッションハウス」とも言
う。省エネルギーはもちろん、創エネルギーを目指し、解体時にも建材等
を全てリサイクルして廃棄物を出さない仕組みを確立したもの。

素材産業
原鉱石から、鉄･アルミ･銅などの金属原料を精錬したり、石油化学やパ
ルプ、紡績のように加工素材になる原材料を生産する産業をいう。

スマート
エネルギーシステム

分散型エネルギーシステムに再生可能エネルギーと未利用エネルギーを
導入して、エネルギー需要を最適に制御するシステム。エネルギーの供
給側と需要側を情報通信技術（ICT）で結ぶことで、地域資源を有効
活用したり、システム変化に柔軟に対応できるものとして、技術開発が進
められている。

スマートメーター

通信機能や機器の管理機能を備えた高機能な電力メーターを含むシステ
ム。エアコンや照明など、事業所や家庭内に設置されたさまざまな機器
に接続することで、それぞれのエネルギーの利用状況をリアルタイムで把
握することができる。これにより、エネルギーの「見える化」を実現し、省
エネへの取組みを促す。

スプロール化 都市において市街地が無秩序に拡大してゆくこと。

生態系サービス

人の生存に必要な基本的な物質の供給のほか、健康や安全など、生
態系から得られる豊かな暮らしの基礎となる機能を生態系サービスという。
国連のミレニアム生態系評価では４つに分類しており、①調整サービス
（森林があることによって気候が緩和されたり、洪水が起こりにくくなったり
するというような、環境を制御する機能）、②基盤サービス（土壌形成や
保水、栄養循環など、ほかの生態系サービスの基となる機能）、③文化
的サービス（レクリエーション、精神的・文化的価値などの非物質的機能）、
④供給サービス（食料、繊維、水などの人間の生活に重要な資源を供
給する機能）がある。

生物多様性条約

1992 年にリオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）で開催された国連環境開発
会議（地球サミット）で採択された条約の一つで、正式名称は「生物
の多様性に関する条約」。翌 1993 年に発効し、平成 23 年 2 月現在
193 の国と地域が加盟している。この条約は、生物の多様性を「生態
系」、「種」、「遺伝子」の 3 つのレベルで捉え、地球上の多様な生物を
その生息環境とともに保全すること、生物資源を持続可能であるように利
用すること、遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分する
ことを目的としている。

生物多様性条約
第 10 回締約国会議

2010 年に名古屋市で開催された生物多様性条約の 10 回目となる締約
国会議で COP10とも呼ばれる。遺伝資源へのアクセスと利益配分に関
する「名古屋議定書」や、生物多様性の損失を止めるための 2011 年
以降の新たな戦略計画である「愛知ターゲット」、遺伝子組換え生物の
国境を越える移動により損害が生じた場合の『責任と救済』に関する「名
古屋・クアラルンプール補足議定書」などが採択されたほか、途上国へ
の資金援助など生物多様性を守るための国際的な取組みに関する取り決
めが行われた。

た行

太陽光・太陽熱機器

環境への負荷が少ない太陽エネルギーを利用し、地球温暖化の防止及
び環境の保全を図るための機器。太陽エネルギーを電気的に利用する
機器としては太陽光発電システム、熱的に利用する機器としてはソーラー
システムや太陽熱温水器などが挙げられる。

第 4 次一般廃棄物処理
基本計画

「ごみも資源も、減らす、活かす」という基本方針のもと、現状からさらに
2 割のごみ減量という「挑戦目標」を掲げ、「1. 発生抑制」「2. 分別徹底」
「3. 循環処理」の優先順位に基づいて施策を展開する。
※参考 HP アドレス :
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-5-8-3-0-0-0-0-0-0.html

建物の環境性能表示
建物の環境性能を評価して環境負荷の低減を促すことを目的として設け
られた表示制度。「建築物環境配慮制度（CASBEE（キャスビー））」
による評価結果もその一つ。

断熱・遮熱設計

住宅や建築物の省エネ対策として、熱が流出入する屋根や天井、外壁、
窓、床、基礎などの構造物に導入する。冬季は室内の熱が屋外へ放出
しないように断熱性能を高め、夏季は屋外から侵入してくる熱を遮断する
ために遮熱性能を高める手法。

地域環境通貨

国が発行する貨幣（国民通貨）に対して、地域住民自身が発行するの
が地域通貨であり、エコマネーとも言われる。福祉、コミュニテイの再生
や環境保全の目的で行われたボランティア活動や善意などに対して支払
われ、特定地域内でのみ流通し、貨幣と同等あるいは全く別の価値を有
する。地域環境通貨は、地域通貨の一つで、環境に配慮した行動によっ
て得られる。
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地域冷暖房
一定地域内の建物対して、熱供給設備で発生した冷水・温水・蒸気
等を導管を通じて供給し、エリア全体でまとめて冷房・暖房・給湯を行う
システム。

地下浸透率 降雨や降雪として地上に降り注いだ水のうち、地中にしみ込んだ水の割
合。

「地球温暖化対策計画書」
届出制度

名古屋市環境保全条例に基づき、温室効果ガスの排出量が多い事業
所に対して「地球温暖化対策計画書」及び「地球温暖化対策結果報
告書」の作成、届出、公表を義務付け、事業活動における自主的な温
暖化対策の促進を図る制度。

地産地消

「地域生産、地域消費」の略語。地域で生産された農林水産物などを
その地域で消費すること。近年、食品に対する安全・安心志向の高まり
や、食料輸送等による環境負荷の軽減（フードマイレージの低減）など
の面で注目されている。

駐車マネジメント
交通混雑地区の駐車場の適正な利用促進や円滑な都市交通の実現を
図るために、駐車場の供給や配置の誘導及び駐車場情報の提供、パー
クアンドライドの推進等の総合的な駐車対策を展開すること。

低影響開発
自然の原理に基づいた水循環の構築など、自然に与える影響を最小限に
しようとする開発。

低炭素社会づくり
行動計画

低炭素社会とは、地球温暖化問題を解決するため、CO2などの温室効
果ガスの排出を抑え、自然と人間が共存できる社会のこと。低炭素社会
へ移行していくための具体的な道筋を示すものとして、平成 20年 7月に
閣議決定された。同計画では、経済的手法を始めとした国全体を低炭
素化へ動かす仕組みや革新的な技術開発、ビジネススタイル・ライフスタ
イルの変革に向けた国民一人ひとりの行動を促すための取組について定
めており、2050年までの長期目標として現状から60～ 80％の削減を
掲げている。

低炭素カー

従来のガソリン車よりも、燃費が優れていたり、二酸化炭素排出量が少な
い自動車のこと。電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド車、燃料
電池車などがある。近年は、コンセントから充電して走行することも可能に
したプラグインハイブリッド自動車なども販売されている。

低炭素モデル地区

都市活動におけるCO2排出量の削減のため、集約型都市構造への転
換とそれに合わせた低炭素化への取組みを集中的に行う地区。国土交
通省が 2010年 8月に策定した「低炭素都市づくりガイドライン」では、
低炭素化への取組みとして、交通・都市構造分野（集約拠点への公
共施設等の立地誘導、交通流対策など）、エネルギー分野（エネルギー
の面的利用、未利用・再生可能エネルギーの活用など）、みどり分野（緑
地の保全・創出、木質バイオマス利用の推進など）の 3つの分野で、
対策例を示している。

透水性舗装

道路路面に降った雨水を積極的に地中に浸透させることを目的とした舗
装。水をそのまま地下に浸透させるため、豪雨時などに起こる下水や河
川の氾濫の防止、植生・地中生態の改善、地下水の涵養等の効果が
ある。歩道や駐車場、公園等で採用されるが、高速道路や幹線道路等
の車道では排水性舗装が採用される。

都市再生特別地区制度

都市再生特別措置法により創設された新たな都市計画特例措置。都市
再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積
率等の規制を適用の除外とした上で、自由度の高い計画を定めることが
できる制度で、都道府県の都市計画の手続きを経て決定される。

都市排熱

空調、発電、焼却、自動車の走行等、都市活動に伴って発生する熱
のことで、人工排熱ともいう。このような熱を再利用することは、化石燃
料の消費を抑えるとともに、都市部のヒートアイランド現象の緩和や二酸化
炭素の発生削減にもつながる。

トップランナー方式

電気製品などの省エネ基準や自動車の燃費・排ガス基準を、市場に出
ている機器の中で最高の効率のレベルに設定すること。1999年 4月に
施行された「改正省エネ法」において導入され、基準に達していない製
品を販売し続ける企業は、社名と対象製品を公表され、罰金を科される。
この方式を建築物に当てはめたものが、建築版トップランナー方式である。
また、トップランナー機器とは、市場に出ている機器の中で最高の効率の
レベルの機器をいう。

な行

なごや環境大学

「環境首都なごや」そして「持続可能な地域社会」を支える、人づくり・
人の輪づくりによって、行動する市民・協働する市民として「ともに育つ（共
育）」ことを目指す、新しい環境学習活動のネットワーク。市民、企業、
大学などが持ち寄りで講座を企画・運営しており、環境に関心のある人
であれば誰でも受講できる。

名古屋議定書

遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABC；Access and Benefit 
Sharing）に関する国際的な法的拘束力を持つ取り決めのことで、名古
屋市で開催された第 10回締約国会議（COP10）にて採択された。生
物多様性の保全と持続可能な利用を実現するため、遺伝資源及び関連
する伝統的な知識等の利用によって生じた利益を、提供者へ公正かつ
衡平に配分することを企業などに求める。また、監視体制の整備や締約
国による国内法の制定についても定めている。
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は行

バイオマス

もともと生物（bio）の量（mass）のことであるが、今日では、再生可能
な、生物由来の有機性エネルギーや資源（化石燃料は除く）をいうこと
が多い。エネルギーになるバイオマスの種類としては、木、海草、生ゴミ、
紙、動物の死骸・糞尿、プランクトンなどの有機物がある。

バイオマスタウン構想

域内において、地域の関係者による連携の下で、バイオマスの発生か
ら利用まで効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築さ
れ、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われることを目指し、市町
村などが作成する構想。

廃食用油

てんぷら油など食用油の使用済み油。飼料、塗料、石けん等の原料と
して有効利用されるほか、近年は軽油代替燃料としての研究開発・実
用化が進み、バイオディーゼル燃料（BDF；Bio Diesel Fuel）として、
地球温暖化対策としても注目を集めている。

バイモーダル交通システム
同一車両の異なる輸送方式による一貫輸送サービス。鉄道と道路の直
通、水路と道路の直通、新交通システムと道路の直通（ガイドウェイバス
はこれに該当）等のタイプがある。

パークアンドライド（P&R）
道路交通渋滞の緩和・公共交通機関の利用促進・環境負荷の軽減を
目的に、最寄り駅まで、自宅から自動車を使い、駅に近接した駐車場に
駐車し、公共交通機関に乗り換えて目的地までいく交通手法。

バックキャスティング手法

望ましい社会の構築に向け、目指すべき将来像を描き、その実現に向け
た取組の方向性や道筋がどうあるかを探る手法。反対に、過去の趨勢
を基に将来を予測あるいは今後の取組の方向性を決める方法を、フォア
キャスティング手法という。

パッシブデザイン
建物を流れる熱を特別な機械装置を用いずに、輻射、対流、伝導によっ
て自然に行い、建築物自体の性能によって熱の流れをコントロールするこ
とにより、暖房、冷房の効果を得る建築設計をいう。

名古屋市環境学習センター
身近な環境から地球環境まで幅広い視野で、環境問題についての理解
と認識を深め、環境にやさしい行動を推進していくための学習拠点。愛称
「エコパルなごや」。

燃料電池
水素と酸素を利用した次世代型発電システム。二酸化炭素や二酸化窒
素等の有害物質を出さずに発電できる。コストが高いこと等の課題がある
が、近年は家庭にも設置が広がりつつある。

ヒートアイランド現象

都市部で集中してエネルギーが消費されたり、地面の大部分がアスファル
トなどで覆われているために水分の蒸発による気温の低下が妨げられた
結果、郊外部より都心部の気温が高くなっている現象をいう。等温線を描
くと、都心部を中心にして島のように見えるためにこの名称が付けられてい
る。特に、夏季においては、家屋内の熱を冷房によって外気に排出する
ことにより、外気温が上昇し、それにより更に冷房のためのエネルギー消
費を増大させるという悪循環を生み出している。

非化石燃料
薪、炭、乾燥した家畜糞などを燃料とする場合、石炭、石油、天然ガ
スなどと区別して、それらを非化石燃料と呼ぶ。太陽光や水力、原子力
など温室効果ガスを出さないものも含める。

表面流出率
降雨や降雪として地上に降り注いだ水のうち、地表面を流れる水の割合。
集中豪雨による都市部での洪水を起こりにくくするには、表面流出を抑え
ることも重要である。

風水都市軸
風と水と緑の息づく職・住・遊の複合機能都市を目指した将来市街地目
標における幹線道路や河川。都市計画を行う際に、都市部へ郊外から
風を誘導する風の道のことを指す。

フリンジパーキング
都心部を訪れる際に、都市周辺に駐車し、そこから公共交通機関や徒
歩等で向かうために設けられる、都心外縁の駐車施設。

保水性舗装

舗装体内に保水された水分が蒸発し、水の気化熱により路面温度の上
昇を抑制する性能をもつ舗装。一般のアスファルト舗装よりも舗装体内の
蓄熱量を低減するため、歩行者空間や沿道の熱汚染環境の改善、ヒー
トアイランド現象の緩和が期待されている。

ま行

水の環復活 2050
なごや戦略

都市化によって損なわれた健全な水循環を回復し、豊かな水の環がささ
える「環境首都なごや」の実現を目指す。「水循環機能の回復」「人に
も生き物にもやさしい水辺や緑づくり」「みんなで取りくむ人づくり・場づくり」
によって水の環を復活する。
※参考HPアドレス:
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000012024.html

緑のカーテン

日が当たる窓の外を、アサガオやゴーヤのようなつる性の植物で覆う自然
のカーテンのこと。夏の強い日差しを遮ったり、植物の蒸散作用によりまわ
りの熱が奪われることから、室内の温度を１～２℃下げる効果がある。冷
房の使用時間抑制による省エネ効果もある。
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緑地保全地域

無秩序な市街地化の防止や生活環境の確保等のために保全する必要
のある相当規模の緑地の区域。都市緑地法に基づいて指定され、都市
近郊の比較的大規模な緑地において、緩やかな行為の規制により、一
定の土地利用との調和を図りながら保全を図る。

緑被率
緑被地（樹林地、芝 ･ 草地、農地、水面）の面積の、市域の全体面
積に対する割合。

歴史まちづくり戦略
※仮。現在策定中

地域の歴史的資源を活かした魅力的な都市環境の維持・形成に向けて、
歴史分野に関するまちづくりの基本方針。「語りたくなるまち名古屋」の
実現を目指し、「尾張名古屋の歴史的骨格の見える化」「世界の産業
文化都市・名古屋のまちづくり資産を活かす」「身近な歴史に親しむ界
隈づくり」｢地域力で歴史的資源を「まもり・いかし・つなぐ」仕組みづくり」
をすすめていく。
※参考ＨＰアドレス:
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000020598.html

ロードプライシング

大都市の交通量を抑制し渋滞や自動車公害を緩和するための経済的手
法の一つで、道路を通行するのに料金を課す制度。特定の道路や車線
を対象に料金を徴収する線的ロードプライシングや、一定の区域に入って
くる自動車から料金を徴収する面的ロードプライシングなどがある。

ロードマップ
プロジェクトマネジメント上、目標に向かってプロジェクトメンバーが共有する
大まかなスケジュールの全体像。

ラベリング制度

グレーディングシステム（等級制度）に基づいて等級分けを行い、ラベル
表示する制度。環境の保護・保全、環境負荷の低減効果が期待される
商品・サービス・取組みなどに対して一定のラベルを貼り付ける環境ラベ
リング制度や、省エネ法により定められた省エネ基準をどの程度達成して
いるかを表示する省エネラベリング制度などがある。

緑陰街区・緑陰街路
緑陰街区は、緑化地域などによる民有地の十分な植栽が形成された街
区をいう。緑陰街路は、広幅員街路を活用した二重植栽など緑豊かな
街路をいう。

緑化地域制度
都市緑地法に基づき、一定規模以上の敷地において、建築物の新築や
※増築を行う場合に、定められた面積以上の緑化を義務付ける制度。

ら行

水の回廊・緑の回廊
水の回廊は、ため池、小川、河川、運河などの水が連結している状況
をいう。緑の回廊は、既存の公園・緑地、河川沿岸の緑地、緑陰街路・
緑陰街区などによって緑が連結している状況をいう。

未利用エネルギー

工場等の排熱や、河川水・下水等の温度差エネルギー（夏は大気よりも
冷たく、冬は大気よりも暖かい水）といった、今まで利用されていなかった
エネルギーの総称。主な種類として、①生活排水や中・下水の熱、②
清掃工場の排熱、③超高圧地中送電線からの排熱、④変電所の排熱、
⑤河川水・海水の熱、⑥工場の排熱、⑦地下鉄や地下街の冷暖房排熱、
⑧雪氷熱等がある。

モーダルシフト

輸送手段を変更するという意味合いだが、より環境負荷の小さい輸送手
段に切替える対策を総称して呼んでいる。狭義には、二酸化炭素発生
量の削減を目的として、トラックによる貨物輸送から鉄道や船舶に転換す
ることを指すことが多く、これによりエネルギー節減、二酸化炭素、窒素
酸化物の排出抑制、道路交通騒音の低減、労働力不足の解消などのメ
リットが期待される。

木質チップ・ペレット
木質チップとは、間伐材や未利用材の木材を粉砕加工したもので、燃料
や土壌改良資材等として利用されている。木質ペレットは、木屑等を小
粒の円筒状に圧縮成型した固形燃料である。

モビリティマネジメント
一般の人 な々どを対象としたコミュニケーション施策を中心に、過度に自動
車に頼る状態から公共交通機関や自転車などを「かしこく」使う方向へ
と自発的に転換していくことを促すものである。

ＢＥＡＭＳ

Building and Energy Management System の略。建物の使用エネル
ギーや室内環境を把握し、これを省エネルギーに役立てていくためのシス
テムである。また、ＡＥＭＳは、Area Energy Management System の
略で、コスト面で BEMS の導入が難しい中小規模のビルを一定地域で
集約し、エネルギーを効率よく管理することができるシステムである。

ＢＲＴ
Bus Rapid Transit の略。バス専用車線、公共車両優先システム、連
節バスなどを用いた都市輸送システムのこと。例として、基幹バスやガイド
ウェイバスがある。

ＣＡＳＢＥＥ
（キャスビー、建築環境総合性

能評価システム）

地球環境 ･ 周辺環境への配慮や利用者にとっての快適さなど、建物の
環境性能を総合的に評価する方法。

欧文
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ＮＰＯ

Non-Profit Organization あるいは、Not-For-Profit Organizationの略。
営利を目的とせず、社会的な使命を持った民間の組織のことで、「民間
非営利団体」とも呼ばれる。狭義のＮＰＯは、市民たちの自発性に基づ
くボランティアグループや市民活動団体といった組織を指すことが一般的。
こうした市民活動団体の中には、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に
基づく法人格を持つ組織（特定非営利活動法人、通称「ＮＰＯ法人」）
もあれば、法人格を持たない組織もある。

ZEB（ネット・ゼロ
エネルギー・ビル）

ある期間を通した一次エネルギー利用量がゼロ、または概ねゼロである建
築物のことで、正味（ネット）の利用量削減であることを強調する場合、ネッ
ト・エネルギー・ビルと表現する。住宅についていう場合は、ＺＥＨ（ネット・
ゼロ・エネルギーハウス）と表現する。

数字

21 世紀環境立国戦略

取り組むべき環境政策の方向性を示した指針として、2007 年 6 月に閣議
決定した。低炭素社会、循環型社会、自然共生社会づくりの取組を統
合的に進めていくことにより地球環境の危機を克服する持続可能な社会を
目指すことを提示している。また、今後 1 ～ 2 年で重点的に着手すべき
課題として、「気候変動問題の克服に向けた国際的リーダーシップ」「生
物多様性の保全による自然の恵みの享受と継承」「３Ｒを通じた持続可
能な資源循環」をはじめ 8 つの戦略を提示している。

220 万市民の
「もういちど！」大作戦

ごみ減量で発揮した市民パワーを「もういちど」結集し、一人ひとりの身
近な行動からＣＯ2を削減して地球温暖化を防止していく取組をいう。

ＣＤＭ

Clean Development Mechanism の略。クリーン開発メカニズムといい、
京都議定書に規定される柔軟性措置の一つ。先進国と途上国が共同で、
温室効果ガス排出削減事業や植林事業を途上国において行い、そこで
生じた削減量・吸収量を、自国の排出削減量（排出枠、クレジット）とし
て充当できる仕組み。また、国内ＣＤＭは、政府が実施している国内クレ
ジット制度をいう。大企業などが中小企業などの省エネに資金・技術を提
供して、削減量をクレジットとして入手する制度で、中小企業の支援につ
ながる制度として期待されている。

EV・PHV

ＥＶは Electric Vehicle、ＰＨＶは Plug-in Hybrid Vehicle の略。次世
代自動車の一つで、ＥＶは充電したバッテリーで動く電気自動車、ＰＨＶ
は家庭用電源からも充電できる電池で動くモーターとエンジンを両方備え
たハイブリット自動車のこと。

ＥＸＰＯエコマネー
2005 年日本国際博覧会（愛・地球博）を契機に取り組まれている地域
環境通貨の一つ。環境に配慮した行動によってポイントがたまり、そのポイ
ントをエコ商品との交換や植樹などへの寄付という形で使うことができる。

ＩＰＣＣ（気候変動に
関する政府間パネル）

Intergovernmental Panel on Climate Change の略。 世 界 各 国 政
府が地球温暖化問題に関する議論を行う公式の場として、国連環境計
画（ＵＮＥＰ）と世界気象機関（ＷＭＯ）が共同で 1988 年に設置した。
気候変動全般について、既存の研究成果をもとに、科学的な知見や、
影響、対策、社会・経済的な影響評価などを検討し、技術的な知見、
情報を集積、公表している。

ＩＴＳ

Intelligent Transport Systems の略。高度道路交通システムをいう。
コンピューターや情報通信、センサーなど、最先端の情報通信技術を用
いて人と道路と車両とを情報でネットワークすることにより、交通事故、渋
滞などといった道路交通問題の解決を目的に構築する新しい交通システ
ム。

J-VER 制度

カーボン・オフセットを行う際に必要なクレジット（他で実現した温室効果ガ
スの排出削減・吸収量）を発行・認証する制度。環境省が国内の排出
削減・吸収プロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸収量のうち、一
定の基準を満たすものをクレジットとして認証する。企業がカーボン・オフセッ
トを行うには、京都議定書等の法的拘束力を持った制度に基づき発行さ
れるクレジットを用いる場合と、第三者の検証を受けた自主的な排出削減・
吸収量クレジット（J-VER）を用いる場合等があり、本制度は後者にあたる。
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（４）データ集

p2   温室効果ガス排出量
長期的な排出量のトレンドとしては、中国等の新興国の排出量の増加が著しいが、１人当たり
排出量で見た場合には先進国の排出量が多いという状況になっている（図表２）。日本の排出
量については、GDP あたりのエネルギー起源 CO2 排出量（CO2 原単位）は為替レートペー
スで見ると世界最高水準であるが、購買力平価ベースで見ると欧州と同程度の水準となってい
る（図表３、４）。　　　　　第 18 回中長期ロードマップ小委員会資料 (H22.12.25)より

図１

図２

p22　駅そば・風水緑陰生活

●緑被率

● 1 人あたり公園面積（緑地管理課）

●緑化地域制度によって確保された緑の面積　（緑化推進課）

年度 申請数 敷地面積計　　㎡ 緑化面積計　　　㎡

Ｈ２０ 746 1,338,360 254,050

Ｈ２１ 1,183 3,313,513 445,061

Ｈ２２ 1,062 2,104,081 301,148

Ｈ２３年１月３１日現在

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

平成 2年

平成 7年

平成 12年

平成 17年

樹林地 芝・草地 農地 水面

平成２年、平成７年の市域面積： 3 2 , 6 3 7 h a　　平成 1 2 年、平成 1 7 年の市域面積： 3 2 , 6 4 5 h a

(ha)

4,084.39 2,232.002,409.07

1,005.04

29.8%
(9,730.50ha)

3,884.60 1,785.022,324.25
962.76

27.4%
(8,956.63ha)

3,751.61 1,434.022,125.67

959.87

25.3%
(8,271.18ha)

3,686.11 1,319.992,111.26
970.63

24.8%
(8,087.99ha)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6.71 6.73 6.74 6.77 6.78 6.77 6.83 6.86 6.85 6.87

5.23 5.31 5.355.32 5.37 5.36 5.42 5.45 5.45 5.43
市営

市営
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p23　低炭素「住」生活　～くるま～

●次世代自動車（保有ベース）

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,472 2,493 2,466 2,479 2,447 2,416 2,390 2,325 2,307 2,289 2,277 2,278
2,183 2,259

2,263 2,301 2,317

93 93 91 89 86 82 81 80 80 78 77 76 75 75 74 75 74

バス

地下鉄

ガイドウェイ

あおなみ線

名鉄

近鉄

JR

576 579 540 536 518 510 497 449 439 436 430 422 318 301 303 310 317

1,068 1,086 1,117 1,134 1,130 1,128 1,127 1,123 1,120 1,109 1,111 1,122 1,100
1,149 1,155 1,166 1,171

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 8 8 9 9 10
446 442 426 419 406 389 379 365 345 344 336 330 349 360 358 361 362

289 294 292 301 308 306 307 308 312 317 317 321 324 342 342 354 357

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

（台）

平成17年度

11,052

0.9

13,852

1.1

16,852

1.4

20,833

1.7

33,814

2.8

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

クリーンディーゼル自動車
燃料電池自動車
ハイブリッド自動車
天然ガス自動車
電気自動車
普及率

※クリーンディーゼルについては平成 21年 10月1日より該当

●自動車利用量

0

500

1,000

1,500

2,000 1,774 1,829

1,813 1,784
1,714

1,713 1,700

1,711 1,679

1,678

1,727

1,723
1,565 1,452

1,554

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

121 116 128 143 150 150 151 155 191 211 229
233 256 267 270 272

名古屋高速道路の
１日平均利用台数
（年度）

市内主要 90地点
の 1日当たり交通
量　（年）

千台／日

自動車交通量の推移

※市内主要 90地点

●公共交通機関乗降者数（統計年鑑）
1 日当たり乗車人員数

0.450

0.481

0.452

0.350

0.400

0.450

0.500

0.550

(kg-CO2/kWh)

1990年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

0.464
0.469

0.509

0.470

0.424

京都メカニズム
クレジット反映前

京都メカニズム
クレジット反映後

●エコドライブ

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

34.8％ ― 34.9％ ― 42.1％ 32.1％ 38.4％

エコドライブに
関する選択肢
の複数回答の
平均

エコドライブに
関する選択肢
の複数回答の
平均

エコドライブに
関する選択肢
の複数回答の
平均

エコドライブを
常にしている
人の割合 (と
きどきしてい
るを含めると
75.4％ )

エコドライブを
常にしている
人の割合 (と
きどきしてい
るを含めると
82.5％ )

●エコ事業所認定件数（累計）

p24　低炭素「住」生活　～すまい・しごと～

14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度

131 380 499 579 813 954 1052 1192

●省エネアドバイス訪問件数

20 年度 21 年度

205 573

p24　低炭素「住」生活　～エネルギー～

●電力原単位（中部電力資料）　




