
平成 25 年度なごや環境マネジメントシステム（N-EMS）運用状況報告書《概要版》 
（平成 28 年 3 月修正） 

１ N-EMS の概要 

区 分 内   容 

目 的 

市自らが率先して環境に配慮した行動を実践し、環境への負荷の低減や環境保全・

再生を図るため策定した「名古屋市役所環境行動計画 2020」で掲げる目標の進行管

理を適切かつ効果的に運用する。 

対象範囲 原則として、市が直接実施している事務・事業 

管理項目 温室効果ガス排出量、エネルギー使用量、環境への配慮活動 

２ 平成 25 年度の主な運用状況 

（１） 温室効果ガス排出量の削減 

ア  削減目標 

温室効果ガス排出量は、平成 21 年度を基準として、平成 32 年度までの目標を設定

している。目標は、「本市の努力による削減割合」及び「電気事業者の努力による削

減割合」の 2つの区分の合計で達成することとしている。 

区 分 

対象となる 

事務・事業 

全体 

一般事務 

事業 

市バス・ 

地下鉄事業 

上下水道 

事業 

ごみ処理 

事業 

削減目標 （17%減） 17％減 19％減 20％減 （14%減） 

本市の努力による 

削減割合 
（11%減） 10％減 10％減 12％減 （13%減） 

電気事業者の努力に

よる削減割合 
（6%減） 7％減 9％減 8％減 （1%減） 

※ 「ごみ処理事業」における温室効果ガス排出量の算定方法を、平成 27 年 1 月をもって変更

したため、基準年度（平成 21 年度）の排出量は従来の値と異なる。また、同事業における平成

32 年度の削減目標の基となる第 4 次一般廃棄物処理基本計画の見直しを予定しているため、「ご

み処理事業」及び「対象となる事務・事業全体」の目標値は、従来の目標値を参考値として記載

した。（以下同じ。） 

イ  排出量の実績（CO2換算値） 

平成 25 年度の温室効果ガス排出量は、主要な電気事業者の温室効果ガス排出係数

が下がったことなどから、基準年度比△7.4％となった。 

区 分 

平成 21年度実績

（基準年度） 
平成 32 年度目標

平成 25 年度 

実 績 
増減割合 

（基準年度比）

一般事務事業 16.0 万 t △17% 14.8 万 t △7.5% 

市バス・地下鉄事業 14.9 万 t △19% 13.3 万 t  △10.9% 

上下水道事業 16.8 万 t △20% 15.0 万 t △10.9% 

ごみ処理事業 29.6 万 t （△14%） 28.6 万 t △3.5% 

合 計 77.4 万 t （△17%） 71.7 万 t  △7.4% 

※ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。（以下同じ。） 



「ごみ処理事業」における温室効果ガス排出量について、変更前の算定方法により算出した

場合の推移を参考として示す。 

ウ  「本市の努力による削減割合」の評価（CO2換算値） 

「一般事務事業」では基準年度に比べ増加したものの、「市バス・地下鉄事業」、「上

下水道事業」及び「ごみ処理事業」で削減したため、対象となる事務・事業全体で基

準年度比△1.5％となった。 

区 分 
平成 21年度実績

（基準年度） 
平成 32 年度目標

平成 25 年度 

基準年度比 
前年度比

目 標 評 価 

一般事務事業 16.0 万 t △10% ＋1.6% ＋4.3% ＋0.1% 

市バス・地下鉄事業 14.9 万 t △10% △2.1% △2.6% △0.3% 

上下水道事業 16.8 万 t △12% ― △3.4% ＋2.6% 

ごみ処理事業 29.6 万 t （△13%） （△4.1%） △3.1% ＋3.0% 

合 計 77.4 万 t （△11%） （△2.4%） △1.5% ＋1.7% 

（２） エネルギー使用量の削減（単位：千 GJ） 

温室効果ガスは、「ごみ処理事業」を除く事務・事業ではエネルギーの使用に伴い排

出されるものが大半であるため、その削減に取り組まなければならない。

前年度に比べ、エネルギー使用量は「上下水道事業」では増加したものの、「一般事
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務事業」では都市ガス使用量を、「市バス・地下鉄事業」では電気使用量をそれぞれ削

減したため、対象となる事務・事業全体では△0.6％となった。 

なお、「ごみ処理事業」では、主に焼却工場での発電量が増加し購入電力量が減少し

たため、前年度比△4.8%となった。 

（３） 環境への配慮活動 

N-EMS では、温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量のほか、環境への配慮活動も

管理項目として定めており、平成 25 年度の結果は以下のとおりであった。 

このうち、「用紙使用量の削減」については、平成 32 年度までに△5％とすることを

目標としているが、世帯数の増加による「広報なごや」の発行部数の増加などが要因と

なり、基準年度に対し＋7.8%となった。 

区 分 
平成 21 年度実績

（基準年度） 
平成 32 年度目標 平成 25 年度実績

次世代自動車の導入割合 9％ 20％ 15％ 

エコドライブマイスター認定取得者数 135人 1,000人 768 人 

大気汚染の管理 NOx 排出量 169ｔ できる限り削減 151ｔ 

水質汚濁の管理 

COD 10,509kg/日 

できる限り削減 

10,454kg/日 

窒素 12,993kg/日 13,206kg/日 

リン 705kg/日 663kg/日 

用紙類使用量の削減 1,647t △5％ 
1,775t 

＋7.8％ 

古紙の資源化率 96.5％ できる限り増加 98.6％ 

厨房を有する施設等における生ご

み資源化率 
86.0％ できる限り増加 87.5％ 

建設副産物の資

源化率 

アスファルト塊 99.9％ 

できる限り増加 

100.0％ 

コンクリート塊 99.6％ 100.0％

建設汚泥 99.7％ 100.0％ 

建設発生木材 95.2％ 94.4％ 

建設発生土 79.5％ 81.1％ 

非グリーン購入件数 630件 できる限り削減 550 件 

緑化の推進 17箇所 2.0ha 緑化面積の確保 13 箇所 0.6ha 

雨水流出の抑制 
116件 

 7,624.5m3

雨水の貯留浸透

量の確保 

89 件 

4,536.4m3

太陽光発電設備の導入 717kW 10,000kW 3,113kW 

区 分 平成 21 年度 平成 24 年度 平成 25 年度
平成 21 年度比 平成 24 年度比 

一般事務事業 3,469 3,615 3,600 ＋3.8% △0.4% 

市バス・地下鉄事業 3,137 3,076 3,056 △2.6% △0.7% 

上下水道事業 2,563 2,584 2,604 ＋1.6% ＋0.8% 

ごみ処理事業    861 861 819 △4.8% △4.8% 

合 計 10,030 10,136 10,079 ＋0.5% △0.6% 



※１ 「大気汚染の管理」及び「水質汚濁の管理」は、「平成 25 年度実績」として平成 24

年度の実績を、「基準年度」として平成 20 年度の実績をそれぞれ記載した。 

※２ 「緑化の推進」には「各年度の本市建築物緑化地域申請実績」を、「雨水流出の抑制」

には「各年度の本市公共施設雨水流出抑制実績」をそれぞれ記載した。 

（４） 環境監査 

N-EMSが適切に運用され、かつ環境マネジメントが効果的に機能していることを確認す

るため、職員による環境監査を平成25年10月から12月にかけて実施した。 

ア  監査概要 

目標設定、取組状況、研修、文書の管理、運用管理、点検及び評価、役割及び責

任、環境監査（過去の監査の指摘事項等の確認）の 8 項目について、63 課公所を対

象に監査を実施した。 

イ  監査結果等 

目標設定や取組状況など項目ごとに指摘事項や優良事項等があげられ、見直し、改

善等の所見があった 24 課公所において、39 件の改善措置の実施又は改善方針の立案

がされた。 

ほぼ全ての課公所において、前年度までの実績及び業務に照らし合わせた適切な目

標が設定されていた。また、平成 25 年度は、施設における法令順守を重点項目に掲

げて実施したところ、産業廃棄物の保管について指摘があったことから、各施設の担

当者においては、法令順守について改めてチェックすることが望まれる。 

（５） その他の取組 

環境マネジメントに関する知識及び技術の向上を図ることを目的とした研修を実施

した。また、省エネルギー機器の導入として、平成 25 年度は、市役所庁舎始め 56 施

設に直管形 LED を 1,498 台導入した。また、太陽光発電設備を大清水処分場始め 15 施

設に約 1,416kW 設置したほか、8環境事業所にデマンド監視装置を導入した。 

３ 平成 26 年度から平成 28 年度までの目標設定 

「温室効果ガス排出量の削減」（本市の努力による削減割合）と「用紙類使用量の削

減」の 2項目について、自然増減（施設の新設・廃止等）を考慮した上で目標を設定し

た。平成 26 年度から平成 28 年度までの目標は、以下のとおりである。 

区分 
平成 21 年度実績

（基準年度）

平成 32 年度

目標

平成 25 年度

実績

目 標 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

温室効果ガス排

出量の削減 
（本市の努力によ
る削減割合。CO2

換算値）

77.4 万 t （△11%） △0.7% － － － 

用紙類使用量

の削減 
1,647 t △5% ＋7.8% ＋1.0% ＋0.2% △0.8% 

※ 「ごみ処理事業」における温室効果ガス排出量の算定方法を、平成 27 年 1 月をもって変更

したため、平成 21 年度実績は従来の値と異なる。また、同事業における平成 32 年度の削減目標

の基となる第 4次一般廃棄物処理基本計画の見直しを予定しているため、「温室効果ガス排出量

の削減」の平成 32 年度目標は従来の目標値を参考値として記載し、平成 26 年度から平成 28年

度の目標は設定していない。 


