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1. 名古屋市の現状1. 名古屋市の現状1. 名古屋市の現状1. 名古屋市の現状
はじめに

名古屋市の公共交通

名古屋市の都市環境

温室効果ガス排出量

名古屋市の排出量の特徴

今、お店には、生鮮食品を始め品物が豊富
に並んでいます。また、石油やガソリンなどの
化石燃料は、安価に大量に手に入ります。しか
し、このような経済・社会システムは、持続可
能ではないという認識が高まっています。

更に日本は今後、「人口減少」「少子高齢化
時代」に突入します。また「東日本大震災」に
より省エネ・自然エネルギーの重要性が高まっ
ています。今後名古屋市では、積極的なエネル
ギー消費の削減と自然エネルギーの導入、併せ
て自然空調を取り入れるなど自然の持つ力を引
き出し、環境負荷が少ない省エネルギー型のま
ちづくりを進めていきます。

運輸部門 ( 特に自動車 ) からの排出量の多い名古屋市ですが、実は、公共交通機関は整備さ
れており、鉄道駅の密度は大都市で 4番目の高さにあります。

その他、名古屋市の都市環境としては、市街地の拡大とともに、緑の消失・細分化が進み、
平成 2年からの 20 年間に、天白区の面積に相当する 2,136ha が減少しました。また、集中
豪雨の発生件数も、近年増加しています。都市化の影響を受けにくい伊良湖との平均気温を比
較してみると、近年その上昇幅が大きくなっています。地球温暖化の影響による気温上昇に加
え、名古屋市では都市化の影響 ( ヒートアイランド現象など ) が強まっていると考えられます。

私たちが持続可能な生活を送るために、取
り組まなければならない課題の１つが「気候変
動」「地球温暖化」への対策です。

名古屋市の温室効果ガス＊１排出量 (2008年 )
は、リーマンショックによる急激な景気後退、
市民・事業者の省エネライフ・エネルギー転
換などの定着により、1,548 万トン、基準年
1990 年比 11.0％の減少となりました。

多くの大都市と同様、鉄鋼業などの素材産
業を他都市に依存しているため、産業部門の排
出量は少なく、1人あたりの排出量も全国平均
より少なくなっています。

しかし、運輸部門からの排出量が他の大都
市平均に比べて 5割も高く、全国平均の 1人
あたり排出量も上回る結果となっています。

＊1：温室効果ガスとは、二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、
一酸化二窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン類
(HFC)、パーフルオロカーボン類 (PFC)、六ふっ化硫
黄 (SF6)

＊ 2：政令指定都市および東京 23区

＊駅密度：可住地面積あたりの電車駅数(JR、私鉄、地下鉄、新交通システムなど )
（可住地面積は「全国都道府県市区町村別面積調(H17)」「農林業センサス(2005年 )」、電車駅数は「大都市比較
統計年表(H18)」、CO2 排出量は2005年）
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２.低炭素都市2050なごや戦略(概要)２.低炭素都市2050なごや戦略(概要) ４．削減目標４．削減目標

３．実行計画の必要性と目標年度３．実行計画の必要性と目標年度

２.低炭素都市2050なごや戦略(概要)２.低炭素都市2050なごや戦略(概要) ４．削減目標４．削減目標

３．実行計画の必要性と目標年度３．実行計画の必要性と目標年度

長期戦略 2020 年▲ 25％

駅そば生活

風水緑陰生活

低炭素住生活

低炭素社会を支える市民協働パワー　

人口・世帯数などの想定
計画の期間

名古屋市では、化石燃料の枯渇と気候変動の激化が懸念される今後に向け、平
成 21年 11月「低炭素都市 2050 なごや戦略 ( 以下「戦略」という。)」を策定しました。

戦略では、「低炭素で快適な都市　
なごや」を総合目標として掲げ、目
指すべき生活の将来像として、「駅そ
ば生活」「風水緑陰生活」「低炭素住
生活」の３つと、それを支える「市
民協働パワー」を提案しました。

2008 年の名古屋市の排出量は、基準年である
1990 年比▲ 11％となっており、2020 年に▲
25％を達成するためには、更に 15％の削減が必
要となります。　

地域特性に応じた施策を展開して市民 ･ 事業
者の協働パワーを引き出し、更に風土を生かした
まちづくりを進めていくことで▲ 25%を目指し、
本計画の目標とします。

めざす姿の主な指標 ( 現状値は 2008 年 )

実行計画は、戦略の目指す低炭素で快適な都市を構築するため、温室効果ガスと化石燃料消費
の大幅削減と、今後の少子高齢化・人口減少に対応する「まちづくり」を含めた計画です。また、
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく法定計画でもあります。

住宅・店舗・職場・利便施設が集まる駅そばでの生活圏の創生を通じてエネルギーの効率化を
図り、自動車に過度に依存しない化石燃料消費の少ない都市への転換を目指します。

駅そば生活圏の創生に伴う土地の集約により生まれる余裕地を緑地等として活用することによ
り、地形、水系、植生や小川などの自然や風土を生かした潤いあるまちの実現を目指します。

「くるま」かしこい自動車の使い方、マイカーに依存しないライフスタイルの定着を目指します。
「すまい・しごと」自然空調と建物・設備のトップランナー導入等で、快適な暮らしを目指します。
「地域エネルギー」自然エネルギーの普及拡大とエネルギーの面的共同利用などを目指します。

低炭素社会の構築には、市民・事業者の協働パワーが必要不可欠です。これまで培ってきた協働パ
ワーを結集し、「低炭素で快適な都市 なごや」の実現を目指します。

対象
中期

（2020 年）
長期

（2050 年）

温室効果ガス ▲ 25％ 8割削減

挑戦目標（1990 年比）

名古屋市 2005 年 2020 年

人口 222 万人 227 ～ 234 万人

世帯数 96 万世帯 105 ～ 108 万世帯

市内総生産 14.9 兆円 17.1 兆円

～歩いて暮らせる駅そば生活～

～身近な自然を享受できる生活～

～自然と超省エネ機器を活用した快適な低エネルギー生活～

3 つの生活アイコン 駅そば

生活

風水緑陰

生活

低炭素

住生活
くるま すまい しごと

地域

エネルギー
と

エ

1990 年を 100 とした温室効果ガス排出量推移

（参考）めざす姿を達成した場合の主体別排出量の内訳

＊本計画は、社会経済情勢や環境に関する技術革新
の大幅な変化があった場合には改定します。

温室効果ガス排出量目標

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

1990 年 2008 年 2020 年

排出量　万トン -CO2 削減率＊1

二
酸
化
炭
素

市
民
生
活

家庭
263 299 255 ▲ 3％

( ▲ 44) ▲ 15％

マイカー
137 171 122 ▲ 11％

( ▲ 49) ▲ 28％

事
業
活
動

業務用車
268 201 154 ▲ 43％

( ▲ 47) ▲ 23％

オフィス・
店舗等

287 374 306 ＋ 7 ％

( ▲ 68) ▲ 18％

工場・
その他

657 444 416 ▲ 37％

( ▲ 28) ▲ 6％

その他温室効果
ガス

129 60 56 ▲ 57％

( ▲ 4) ▲   7％

合　計
1,739 1,548 1,310 ▲ 25％

( ▲ 238) ▲ 15％

＊１ 削減率　上段：1990 年比　下段：2008 年比
＊ 2 (    ) は 2008 年比増減

目標年度

2020 年（平成 32 年）

現状 2020 年

駅そば
生活

駅そば生活圏人口比率  67％
(2010 年 ) 70％

低炭素モデル地区 ― 2 地区程度

風水
緑陰
生活

緑被率 23.3％
(2010 年 ) 27％

緑化地域制度によって確保された
緑の面積 ( 累計 )

103.5ha
(2010 年 )

375ha
（2018 年）

雨水の浸透・貯留率 14％
(2001 年 ) 18%

低
炭
素
住
生
活

く
る
ま

次世代自動車の割合 (保有ベース ) 2％ 12％以上

1日あたり自動車交通量 147 万台
(2009 年 ) 127 万台

エコドライブ実施率 42％ 90％以上

す
ま
い
・
し
ご
と

家庭・業務の最終エネルギー消費
量（指数） 100 92

次世代省エネ建築物延べ床面積
(住宅、工場等除く) 14％ 43％

二重サッシ等設置住宅の割合 12％ 30％
（2018 年）

エコライフ世帯の割合 43％
(2010 年 ) 90% 以上

省エネルギー訪問相談件数(累計 ) 205 件 15,000 件

地
域
エ
ネ
ル
ギー

最終エネルギー消費量（指数） 100 91
自然エネルギー（太陽光・風力）
による発電設備容量 約14,500kw 370,000kw

うち、住宅用太陽光発電設備
の設置件数 3,172 件 64,000 件

太陽熱利用設備による集熱面積 619㎡ 8,000㎡

バイオマス活用 24,200t 75,000t

主な指標項目
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「協働パワー」
から

「まちづくり」
から

６.５つの重点施策６.５つの重点施策５. 施策の分類５. 施策の分類 ６.５つの重点施策６.５つの重点施策５. 施策の分類５. 施策の分類

３つの生活の
将来像

2020 年の施策の方向性

■ 2020 年までの施策の分類■

駅そば生活
歩いて暮らせる
駅そば生活

低炭素モデル地区において、総合的なまちづくりを進め、快適性や安全性向上など（QOLの
向上 )の「見える化」を図ります。更に、都市機能の集約化とあわせて、空いた土地を緑地・
農地等に有効に活用していくためにも、「空地の整理・集約」手法等を検討します。

■駅そば生活圏の構築（低炭素モデル地区）

■土地利用の誘導等

風水緑陰生活
身近な自然を
享受できる生活

自然の原理に基づいた環境循環システムを再評価し、風土を生かした低影響開発を普及して
いきます。土地の持つ自然の力を利用して都市の再生を図るため、緑陰街区・街路形成や既
存の緑をつなげ、保存します。

■風土を生かした低影響開発の普及

■緑陰街区・緑陰街路づくり
■緑と水の回廊づくり、里山・鎮守の森の保全・回復・活用

低炭素
住生活

自然と超省エネ機
器を活用した
快適な

低エネルギー生活

く
る
ま

道路空間の活用などによる駅そばの魅力アップ、公共交通機関の利便性向上による公
共交通優先の生活シフト、かしこい自動車利用ができるまちづくり等を進め、くるま
に過度に頼らない生活圏を創出します。

■道路空間の活用などによる歩行者・自転車シフト
■公共交通機関の利便性向上
■かしこい自動車利用の促進

す
ま
い

環境先進モデル事業での成果や環境性能表示等を活かし、トップランナー住宅・建築
物を促進します。あわせて、自然空調などパッシブなデザインなども取り入れた次世
代省エネ住宅・建築物の普及を目指します。

■環境先進モデル事業の推進と見える化
■建築物の環境性能表示によるトップランナー住宅・建築物の促進
■次世代省エネ住宅・建築物の普及

し
ご
と

事業活動の見える化、排出削減行動を促すほか、環境・エネルギー分野における産
業振興、低炭素型ビジネスの育成・支援を進め、低炭素トップランナー事業者を支援
します。

■事業活動の見える化、排出削減行動の推進
■環境・エネルギー分野における産業振興
■低炭素型ビジネスの育成・支援
■「行政」自らも低炭素化！名古屋市役所環境行動計画 2020

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー

太陽光発電、太陽熱利用などの自然エネルギーの導入支援や、地域の特性に応じた
廃棄物・バイオマスなどの活用策および、地域でのエネルギー利用・管理を促進して
いきます。

■自然エネルギーの積極的な導入促進
■廃棄物・バイオマス等の活用推進
■地域でのエネルギー利用・管理

低炭素社会を支える
協働パワー

「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
スタイル含む）」や「世代に応じた環境教育の展開と課題解決型人材
育成の推進」により、低炭素社会を支えていきます。

将来像の実現にむけ、３つの視点をもって以下の５つの重点施策を進めます。

単体対策では得られないエネルギー効率の向上や、温室効果ガスの
排出削減だけでなく、快適さや安全性の向上、地域の魅力アップ等、
様々な効果をもたらす持続可能で快適な都市への第１歩を築きます。

（１）風土を生かした「低炭素モデル地区」の形成 (P7 ～ 8)
駅そば生活など低炭素な生活の実現を目指し、低炭素モデル地区の形成を図ります。そのため、再

開発事業などのまちづくりにあわせ、自然環境との調和を保つ先進的な低炭素技術の率先導入などを
検討します。そして、その成果の「見える化」を図り、市民・事業者の理解を深めることで、今後の
低炭素なまちづくりへの展開を図ります。

低炭素で快適な
都市への第 1歩

主に「駅そば生活」「風水緑陰生活」での施策：まちづくり
視点１

名古屋市の特徴・財産である「市民・事業者の協働パワー」
を十分に活かし、削減目標の達成を目指します。

主に「低炭素住生活」での施策：市民生活・事業活動
視点２

市民生活・事業活動
からの排出量削減

日々の省エネとともに、マイカーに頼らない暮らし方や、省エネ家電、高効率給湯器への買い替え、
そして省エネ住宅・エコリフォームへの挑戦が、今後重要となってきます。経済性のみならず、快適
性などの情報を存分に活用し、普及を支援していきます。

（２）我が家の低炭素化 10年計画プロジェクト（P9～ 10）

事業活動から排出される温室効果ガスの削減をより一層促進するため、「見える化」を図り、がんばった
事業者が報われる仕組みを構築します。また、環境・エネルギー分野における産業を支援し、低炭素なも
のづくりを支援します。

（３）低炭素トップランナー事業者支援 (P11 ～ 12)

各種法律の改正及び、「生物多様性」「水の環」の長期戦略を策定したことなどを踏まえ、新たな時
代の要請に応えるべく「名古屋市役所環境行動計画 2020」に基づき、「行政」の低炭素化を図ってい
きます。

（４）「行政」自らも低炭素化！名古屋市役所環境行動計画 2020

３つの生活の将来像から 2020 年までの施策の分類を整理しました。

視点３ 必要な知識習得や
人材育成の支援

（５）世代に応じた環境教育の展開と課題解決型の人材育成
子どもから大人まで、世代に応じた環境教育を展開し、環境にかかわる課題解決に向けて協働する

人材育成を目指します。低炭素都市の構築を始め持続可能な都市を実現していくのはいずれも「人」。
参加・連携し、協働できる環境教育・人材育成を展開していきます。

協働パワーを十分に発揮するため、低炭素社会の構築に必要
な知識の習得や、人材の育成について支援していきます。

P7

P8

P9

P10

P11

P12

「市民生活」
から

「事業活動」
から
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風格のある緑陰街区 ･街路
の形成（公民有地の敷地内
緑化）

緑政土木局
環境局
住宅都市局

道路空間活用

森 ･川そばの緑地形成
促進

緑政土木局
環境局
住宅都市局

保全・回復
緑政土木局
環境局里山・鎮守の森・農地の多

様な活用

７.生活の将来像からのロードマップ７.生活の将来像からのロードマップ

風土を生かした低炭素モデ
ル地区の形成
地区・街区で低炭素な基盤整
備を行う 環境局

総務局
住宅都市局
緑政土木局

成果の見える化
低炭素化に伴う地区・街区の
快適性や安全性向上等を「見
える化」する
低炭素な地域まちづくりの推
進

低影響開発の促進

環境局
住宅都市局
緑政土木局
上下水道局

風水都市軸（風の道）の検
討

健全な水循環、土壌の再生

都心の開発とあわせた緑地
の保全

住宅都市局
空地の整理･集約の仕組み
等の検討

2010　　　　　　 　2013　　　　　　　 　 2020　     　        　2050 主な担当局

2010　　　　　　 　2013　　　　　　　 　 2020　     　        　2050 主な担当局

「緑陰街区」の形成「緑陰街区」の形成

■駅そば生活圏の構築 ( 低炭素モデル地区 )

■風土を生かした低影響開発の普及

■緑陰街区・緑陰街路づくり

■緑と水の回廊づくり、里山・鎮守の森の保全・回復・活用

■土地利用の誘導等

仕組みの検討仕組みの検討

促進 ･普及促進 ･普及モデル事業の推進モデル事業の推進地区の計画地区の計画

風の道の形成風の道の形成

公民連携の地域緑化検討公民連携の地域緑化検討

評価 ･支援制度の検討 ･構築評価 ･支援制度の検討 ･構築

最先端緑化技術のモデル事業最先端緑化技術のモデル事業

事業展開 ･普及事業展開 ･普及情報共有 ･モデル的促進（民間）情報共有 ･モデル的促進（民間）

「まちづくり構想」への支援「まちづくり構想」への支援

緑化地域制度等の推進、公共施設の緑化緑化地域制度等の推進、公共施設の緑化

推進推進

新環境基盤整備等での実施新環境基盤整備等での実施

活用促進活用促進

集約した土地の活用促進集約した土地の活用促進

空地の整理・集約手法の導入可能性の検討空地の整理・集約手法の導入可能性の検討手法の検討手法の検討

空地・空家の増加への対応策の検討空地・空家の増加への対応策の検討

重
点
施
策
(1)

  　( １) 駅そば生活 ～歩いて暮らせる駅そば生活～

　　( ２) 風水緑陰生活 ～身近な自然を享受できる生活～

回廊の形成回廊の形成

推進推進

普及・拡大普及・拡大

形成形成展開展開

回廊形成区域の設定回廊形成区域の設定

保全配慮地区の設定保全配慮地区の設定

方策の手法検討方策の手法検討

保全 ･回復の仕組み検討保全 ･回復の仕組み検討

モデル事業の展開モデル事業の展開駅そば生活など低炭素な生活の実現を目指し、低炭素モデル地区の形成を図ります。そのため再開発事業など

のまちづくりにあわせ、自然環境との調和を保つ先進的な低炭素技術の率先導入などを検討します。そして、その

成果の「見える化」を図り、市民・事業者の理解を深めることで、今後の低炭素なまちづくりへの展開を図ります。

建物の長寿命化・次世

代省エネ建築物の検討始

め、省エネ機器、自然エネ

ルギーの導入検討、更に

街路樹等との一体となっ

た整備を行うことで、日

常に緑・風を感じること

ができ、低エネルギーで

快適に過ごせます。

○自然 ( 太陽・緑・水・風等 ) を生かす方法は
【検討内容例】

・緑陰街区の形成

・街路樹の健全育成による緑陰街路の形成

・健全な水循環の創出 ( 道路や駐車場などの保水性の向上、土壌の研究等 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

身近に多く点在する「駐車場」

を緑化することは、ヒートアイラ

ンド現象の緩和にも役立ちます。

その他 EV 充電設備や、カーシェ

アリングなどでの導入を進めます。

写真提供：ウェスティンナゴヤキャッスル

例 1　■駐車場の対策は！

○地域でのエネルギーを有効活用する方法は ( エネルギーの地産地消 )
【検討内容例】

・地域でのエネルギー管理の検討

・自然エネルギー、バイオマス等の未利用エネルギーの活用　　など

○「くるま」に過度に頼らなくても快適に移動できるまちとは
【検討内容例】

・歩行者空間、自転車走行空間の整備

・コミュニティサイクル・低炭素カーによるカーシェアリング等の検討　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

○すまい・しごとを快適にするには
【検討内容例】

・次世代省エネ住宅・建築物の促進

・環境性能表示によるトップランナー住宅・建築物の促進　など

重点施策 (1) 風土を生かした「低炭素モデル地区」の形成

   　　

　　　　　(

緑化駐車場緑化駐車場

EV充電設備EV充電設備

画：岡本 欣吾

街路樹の健全育成による緑陰街路形成、歩行者空間・自転車走行

空間整備等、車に過度に頼らなくても快適に移動できる空間づくり

を促進します。

例 2　■道路空間の活用

例 3　■老朽化に伴う建て替え！

手法の検討手法の検討

手法の検討手法の検討

健全な水循環の復活健全な水循環の復活

開発における低影響化の促進開発における低影響化の促進低影響開発のあり方の検討低影響開発のあり方の検討

緑陰街路モデルの検討　緑陰街路モデルの検討　

検討検討

普及普及緑のカーテン事業緑のカーテン事業 拡大および仕組みの整備拡大および仕組みの整備

駅そば生活圏のイメージと検討の方向性駅そば生活圏のイメージと検討の方向性

推進推進

都市再生特別地区制度の運用都市再生特別地区制度の運用
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道路空間の活用による徒歩
･自転車シフト 緑政土木局

総務局
環境局
住宅都市局コミュニティサイクル等新た

な仕組み

公共交通の利便性向上 総務局
住宅都市局
交通局

次世代型公共交通システムの
調査・研究

　　( ３) 低炭素住生活 

１．くるま　～自動車利用に伴う CO2 を減らす生活～

燃費の向上

環境局
総務局
住宅都市局

低炭素カーの普及促進

利用環境整備

都心部の自動車流入抑制

2010　　　　　　 　2013　　　　　　　 　 2020　     　        　2050 主な担当局

■道路空間の活用などによる歩行者・自転車シフト

■公共交通機関の利便性向上

■かしこい自動車利用の促進

市バス・地下鉄の利便性向上市バス・地下鉄の利便性向上

エコドライブの推進エコドライブの推進

駐車場等への充電設備の整備駐車場等への充電設備の整備

推進推進

拡大拡大

導入導入自動車流入抑制策の検討自動車流入抑制策の検討

展開展開

歩行者空間 ･自転車の走行空間等の検討・整備歩行者空間 ･自転車の走行空間等の検討・整備

みちまちづくりの推進みちまちづくりの推進

街区（都心部）の魅力形成の仕組みづくり街区（都心部）の魅力形成の仕組みづくり

拡大拡大事業化事業化

低炭素カーの率先導入低炭素カーの率先導入

導入促進導入促進優遇策検討優遇策検討

　　　　

低炭素化の基本は、やはりなんといっても日々の省エネです。投資効果を 大限に活かす低炭素化計画の支援をしていきます。

ポイントは４つ。①日々の省エネ、②移動や緑を考える、③省エネ機器への買い替え、④家ごと省エネです。

低炭素社会に向けたライフスタイルの変革を支援していきます！

重点施策 (2) 我が家の低炭素化 10年計画プロジェクト

ステップ１
( 情報収集 )

ステップ２
( プラン検討 )

ステップ３
( 低炭素化の実施 )

自己診断支援自己診断支援

専門家の診断事業の推進専門家の診断事業の推進

●省エネ住宅などの情報提供ツールを作成します
●住宅に関する情報等の総合サービスを検討します

●環境性能表示などで「見える化」を進めます
●工務店等のネットワークを支援していきます

●省エネ診断員（専門家）を育成・活用します

住宅の低炭素化実施に対する支援住宅の低炭素化実施に対する支援
資金計画を立て、事業者を絞る！資金計画を立て、事業者を絞る！

住まいの設備等を住まいの設備等を

　　　　　　　　チェック！　　　　　　　　チェック！

できるだけ情報を集める！できるだけ情報を集める！

事業化の検討事業化の検討

低炭素カーのカーシェアリングモデル検討　低炭素カーのカーシェアリングモデル検討　

■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

環境局
住宅都市局

成果の見える化
低炭素化に伴う地区・街区
の快適性や安全性向上等を
「見える化」する

次世代省エネ住宅 ･建築物
の促進

住宅都市局
環境局

我が家の低炭素化10年
計画プロジェクト

環境局
住宅都市局

普及普及

トップランナー住宅 ･建築
物の導入促進

住宅都市局
環境局

■建築物の環境性能表示によるトップランナー住宅・建築物の促進

■次世代省エネ住宅・建築物の普及

順次拡大 ･普及順次拡大 ･普及

評価・支援制度の検討・構築評価・支援制度の検討・構築

環境先進モデル事業の推進環境先進モデル事業の推進

事業展開 ･普及事業展開 ･普及

推進推進

建築物の省エネルギー化の推進建築物の省エネルギー化の推進

省エネ住宅などの情報提供ツール省エネ住宅などの情報提供ツール

住宅に関する情報等の総合サービス住宅に関する情報等の総合サービス

省エネ住宅診断員の育成 ･活用省エネ住宅診断員の育成 ･活用

工務店のネットワーク支援工務店のネットワーク支援

重
点
施
策
(2)

優遇措置優遇措置優遇措置の検討優遇措置の検討

CASBEE 名古屋の見直しCASBEE 名古屋の見直し

環境性能表示制度の普及環境性能表示制度の普及

情報共有・モデル的促進（民間）情報共有・モデル的促進（民間）

ガイドラインガイドライン
作成等に向け作成等に向け
た検討た検討

２－１．すまい ( 住宅・建築物 )　～超省エネ、自然空調による快適な生活～

2010　　　　　　 　2013　　　　　　　 　 2020　     　        　2050 主な担当局

次世代型公共交通の調査・研究次世代型公共交通の調査・研究

推進推進
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地球温暖化対策計画書制度
の拡充

環境局

省エネルギー訪問相談の
強化

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
エコ事業所認定制度の強化

名古屋市役所環境行動計
画 2020 の推進 全局

　　( ３) 低炭素住生活 

２－２．しごと

支援制度の充実

環境局

経済的手法の活用

2010　　　　　　 　2013　　　　　　　 　 2020　     　        　2050 主な担当局

■事業活動の見える化、排出削減行動の推進

■環境・エネルギー分野における産業振興

■低炭素型ビジネスの育成・支援

■「行政」自らも低炭素化！名古屋市役所環境行動計画 2020

カーボン・オフセット制度の活用カーボン・オフセット制度の活用

改正検討・条例改正改正検討・条例改正

改正検討改正検討

任意制度の検討任意制度の検討

省エネ虎の巻の活省エネ虎の巻の活
用による事業所訪問用による事業所訪問 事業の拡充事業の拡充

制度創設、運用制度創設、運用

新制度の開始新制度の開始

産業振興ビジョンの推進

環境局
市民経済局
住宅都市局
上下水道局

電気自動車・スマートエネ
ルギーシステム等の普及

建築物の改修・新設を契機
とした「緑の都市」化促進
生態系サービス関連産業の
振興・育成

策定策定

策定策定

推進（2011年度～2015年度）推進（2011年度～2015年度）

推進推進

検討検討

推進推進

補助・融資等の支援制度の活用しやすい仕組みづくり補助・融資等の支援制度の活用しやすい仕組みづくり

産官学による低炭素経営力評価の研究産官学による低炭素経営力評価の研究

金融機関による低利融資、環境格付け評価との連携金融機関による低利融資、環境格付け評価との連携

検討検討

電気自動車等の研究開発・普及電気自動車等の研究開発・普及
スマートエネルギーシステムの研究スマートエネルギーシステムの研究

エコリフォーム促進、風・水・緑のまちづくり支援エコリフォーム促進、風・水・緑のまちづくり支援

木曽川流域圏、県産材の利用促進木曽川流域圏、県産材の利用促進

重
点
施
策
(3)

重
点
施
策
(4)

■自然エネルギーの積極的な導入促進

　　　

2010　　　　　　 　2013　　　　　　　 　 2020　     　        　2050 主な担当局

３．地域エネルギー　～エネルギーの地産地消～

国の制度活用、各種団体との連携により、事業所における温室効果ガス排出量の見える化や排出削減行動を推進するとと

もに、環境・エネルギー分野における産業振興、低炭素型ビジネスの育成・支援を進め、事業活動における低炭素トップラ

ンナー事業者を支援するための施策を展開します。

●省エネルギー訪問相談の強化
●中小事業所を対象とした地球温暖化対策計　画書任意制度の創設･運用
●エコ事業所認定制度の強化

●地球温暖化対策計画書制度の改正（条例　改正）

大規模事業所

（年間エネルギー使用量　原油換算　800kl　以上）

中小規模事業所　

（年間エネルギー使用量　原油換算　800kl　未満）

重点施策 (3) 低炭素トップランナー事業者支援

国による制度の活用
＜関係法令＞

・エネルギーの使用の合理化に関する法律

・地球温暖化対策の推進に関する法律

＜カーボン・オフセット＞

・国内クレジット

・J‐VER

・グリーン電力

＜支援、補助＞

・ソフト支援事業

・高効率空調機器、給湯器導入補助　他

各種団体との連携
＜名古屋商工会議所＞　「名商 eco クラブ」

＜中小企業家同友会全国協議会＞「同友エコ」

活用

連携

「事業活動の見える化、排出　削減行動の推進」「事業活動の見える化、排出　削減行動の推進」

●産業振興ビジョンの推進
・次世代産業の育成・支援、中小企業の育成・支援

●金融機関による低利融資、環境格付け評価との連携
●カーボン・オフセット制度の活用

「環境・エネルギー分野における産業振興」「環境・エネルギー分野における産業振興」

「低炭素型ビジネスの育成・支援」「低炭素型ビジネスの育成・支援」

低炭素トップランナー事業者支援

エネルギーの面的利用、地
域での管理の促進

環境局
住宅都市局再生可能エネルギーの拡大

に向けたスマートエネルギー
システムの検討

バイオマスの活用の推進

環境局
住宅都市局
上下水道局余熱の有効活用

■廃棄物・バイオマス等の活用推進

■地域でのエネルギー利用・管理

推進推進導入支援

環境局
総務局
市民経済局

建築物、公共施設などでの
太陽光発電・太陽熱利用設
備等の整備

成果の見える化

省エネ住宅・建築物の普及促進省エネ住宅・建築物の普及促進

普及策の推進と拡大策の検討・実施普及策の推進と拡大策の検討・実施

飼料化･堆肥化の推進（食品廃棄物および刈草など）飼料化･堆肥化の推進（食品廃棄物および刈草など）

流域圏交流の促進流域圏交流の促進

本格導入本格導入

環境・エネルギー分野における産業振興環境・エネルギー分野における産業振興

評価・支援制度の検討・構築評価・支援制度の検討・構築

促進促進事業展開事業展開

本格実施本格実施バイオ燃料化の促進策検討バイオ燃料化の促進策検討

地域冷暖房 ･ネットワーク化の促進地域冷暖房 ･ネットワーク化の促進

事業展開事業展開

推進推進

ネットワークネットワーク化の支援化の支援検討検討 モデル開発の支援モデル開発の支援

普及普及

地域でのエネルギーネットワークの構築などの調査研究地域でのエネルギーネットワークの構築などの調査研究

効率の高い活用方法の検討・高効率発電設備の導入効率の高い活用方法の検討・高効率発電設備の導入

未利用地・敷地等での活用策検討未利用地・敷地等での活用策検討

建築物・公共施設への積極的な導入建築物・公共施設への積極的な導入

普及普及モデル開発の支援モデル開発の支援仕組み･指針の検討仕組み･指針の検討
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８.めざす姿８.めざす姿８.めざす姿８.めざす姿
めざす姿の実現に向け、重点施策と生活の将来像からのロードマップを進め、低炭素
で快適な都市への第一歩としていきます (「現状」値は、表示のないものは 2008 年です )。

重点施策 (1)：「まちづくり」から
風土を生かした「低炭素モデル地区」の形成

低炭素な技術
やまちづくりの
工夫を、複合的・
総合的に取り入
れて「見える化」
することで、市
民・事業者の理
解を高めていき
ます。

重点施策 (2)：「市民生活」から
我が家の低炭素化 10 年計画プロジェクト
環境に配慮した日々の省エネ ( 移動・買い物・緑・
ごみ削減等 ) を始め、自然エネルギーの導入や緑・
水・風が持つ自然空調機能を生かした省エネ住宅・
エコリフォームへの支援をしていきます。

生活の質の向上
（居住快適性・交通利便性・災害安全性）

魅力ある地域社会（文化・歴史）

社　会

自然の力を
生かせる社会

その土地が持つ
特色を維持・継承

低炭素な
社会システム

低炭素な
都市構造

レジ袋削減レジ袋削減

重点施策 (5)：「環境教育・人材育成」から
世代に応じた環境教育の展開と課題解
決型の人材育成

子どもから大人まで、世代に応じた環境
教育を展開し、環
境にかかわる課題
解決に向けて協働
する人材育成を目
指します。

重点施策 (3)(4)：「事業活動」から
低炭素トップランナー事業者支援
事業活動から排出される温室効果ガスの「見え
る化」を図り、より一層の削減を図ります。

低炭素　で快適な都市の構築
↓

持続可能で
　　　魅力的な社会の実現

エネルギー消費の少ない経済活動
持続可能な経済活動・インフラの維持

エネルギーの安定的利用

経　済

気候変動のリスクの軽減
生物多様性の維持・回復

化石燃料から自然エネルギーへ

環　境

「行政」自らも低炭素化！
名古屋市役所 環境行動計画 2020

トップランナー建築物 (CASBEE「S ランク」)トップランナー建築物 (CASBEE「S ランク」)
　　　　　　　　　　マザックアートプラザ　　　　　　　　　　マザックアートプラザ

自然体験型環境学習自然体験型環境学習

環境と経済
の両立

自転車利用自転車利用

地産地消地産地消

屋上緑化屋上緑化

日差しよけと自然換気日差しよけと自然換気

駅そば生活圏のイメージ駅そば生活圏のイメージ

省エネ等の環境に配慮した住宅省エネ等の環境に配慮した住宅

エコビレッジ志段味プロジェクトエコビレッジ志段味プロジェクト

低炭素住生活～くるま～

現状 2020 年

次世代自動車の割合

( 保有ベース )
2％ 12％以上

1日あたり自動車

交通量＊１

147 万台

(2009 年 )
127 万台

鉄道等＊２1日あたり

乗車人員

227 万人

(2009 年 )
239 万人

エコドライブ実施率 42% 90% 以上

低炭素住生活～すまい～

現状 2020 年

家庭・業務の 終エネルギー

消費量 ( 指数 )
100 92

二重サッシ等

設置住宅の割合
12％

30％

(2018年)

エコライフ世帯の割合＊３ 43％

(2010年)
90％以上

低炭素住生活～しごと～

現状 2020 年

次世代省エネ建築物

延べ床面積の割合＊４ 14％ 43％

エコ事業所

認定件数（累計）

1,284 件

(2010 年 )
2,800 件

省エネルギー訪問

相談件数（累計）
205 件 15,000 件

風水緑陰生活

現状 2020 年

緑被率
23.3％

(2010 年 )
27％

市民 1 人あたりの
都市公園等の面積

9.4 ㎡

(2010 年 )
10 ㎡

緑 化 地 域 制 度 に
よって確保された
緑の面積（累計）

103.5ha

(2010 年 )

375ha

(2018 年 )

雨水の浸透・貯留率
14％

(2001年 )
18％

雨水の蒸発散率
24％

(2001年 )
25％

雨水の直接流出率
62％

(2001年 )
57％

低炭素住生活～エネルギー～

現状 2020 年

終エネルギー消費量

( 指数 )
100 91

自然エネルギーによる発電容量＊ 5 約 1.45 万 kW 37 万 kW

うち、住宅用太陽光発電

設備の設置件数
3,172 件 64,000 件

太陽熱利用設備による集熱

面積
619 ㎡ 8,000 ㎡

バイオマス活用 24,200t 75,000t

駅そば生活

現状 2020 年

駅そば生活圏

人口比率

67％

(2010 年 )
70％

低炭素モデル

地区
―

2 地区

程度

低炭素型ライフスタイル･
ビジネススタイルの定着

緑のカーテン緑のカーテン

都市構造の都市構造の
ゾーニングゾーニング

＊ 1：市内主要 45地点双方向での交通量
＊ 2：市内鉄道およびバス
＊ 3：日々の省エネに常に取り組む世帯の割合
＊ 4：工場等・住宅除く省エネ法届出データ累積延べ床面積の割合
＊ 5：太陽光・風力による発電容量

0 年

市民・事業者・行政がそれぞれの役割を　果たし、共に力を合わせていきましょう！市民・事業者・行政がそれぞれの役割を　果たし、共に力を合わせていきましょう！
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９．進行管理９．進行管理９．進行管理９．進行管理
本計画の施策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、「めざす姿」を点検します。その状況をホームページ等で広く公表し、
市民・事業者からの意見を募集します。
進捗状況に遅れが見られる場合には、要因等の分析を行い、施策の必要な改善・見直
しを行うなど機動的・弾力的に対応します。
また、市民や事業者、地域団体、NPOなどと協働・連携を図るため、必要に応じて協
議する場を設けます。

この概要版は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

 名古屋市 環境局 環境企画部 環境推進課
 〒 460-8508　名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
 TEL: 052-972-2692　FAX: 052-972-4134　E-mail:co2@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp


