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第１章 「なごや環境マネジメントシステム（N-EMS）」の概要 

１ 背景 

本市では、平成 8 年に制定した環境基本条例に基づき環境基本計画を策定し、この計

画を推進するため、本市自らが率先して一事業者・消費者と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・再生を図ることを目的とした庁内環境保全率

先行動計画を定め、これまで ISO14001 の認証を取得するなど環境に配慮した取組を行っ

てきた。 

その後、水の環復活、低炭素都市及び生物多様性に関する 2050 年に向けた 3つの長期

戦略を策定し、これらの長期戦略を踏まえた第 3 次環境基本計画を推進するため、平成

32 年度までを計画期間とする「名古屋市役所環境行動計画 2020（以下「環境行動計画」

という。）」を策定した。 

環境行動計画の取組を推進し目標を達成するため、それまでの「ISO14001 環境マネジ

メントシステム」や「なごやエコシステム」など複数のマネジメントシステムを統合・発

展させ、各職場での取組や進捗状況を管理する仕組みとして「なごや環境マネジメント

システム（以下「N-EMS」という。）」を新たに構築した。 

第３次名古屋市環境基本計画

名古屋市役所環境行動計画2020

「事業者としての責務」

「市域への波及を意図した率先行動」

進行管理の仕組み

水の環復活
2050なごや戦略

生物多様性
2050なごや戦略

低炭素都市
2050なごや戦略

省エネ法、
温対法に対応

図１ 名古屋市役所環境マネジメントの全体像 
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２ 内容 

（１）環境行動計画で掲げる目標の進行管理について、適切かつ効果的に運用することを

目的とする。 

（２）適用範囲は、原則として市が直接実施している事務・事業とし、エネルギーの使用

の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」という。）及び地球温暖化対策の推進に関

する法律（以下「温対法」という。）の対象となる指定管理施設を含むものとする。 

（３）環境行動計画で掲げる目標を達成するための管理項目は、表１のとおりとする。 

（４）N-EMS の運用管理のための組織は、図２のとおりとする。 

表１ 管理項目 

区 分 管理項目 

施設における燃料・ 

エネルギーの使用等 

電気の使用量 

燃料の使用量 

他人から供給された熱量 

その他 

温室効果ガスの排出量 

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

三ふっ化窒素 NF3

環境への配慮活動 

次世代自動車の導入 

エコドライブマイスターの認定取得推進 

大気汚染の管理 

水質汚濁の管理 

用紙類使用量の削減 

古紙の資源化 

厨房を有する施設における生ごみ資源化率 

公共工事において発生する建築副産物の再資源化 

グリーン購入 

緑化の推進 

雨水流出の抑制 

太陽光発電設備の導入 
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図２ N-EMS管理組織 

※ 本図は、標準的なN-EMS管理組織を示すものであり、各局区室の規模や体制等に応じた

管理組織を組むものとする。 
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環境管理 
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事務局 
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総括推進員 

連絡会議
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第２章 平成 28 年度の主な運用状況 

１ 温室効果ガス排出量の削減 

（１）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、表２のとおり「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（電気事業者が温室効果ガスの排出係数を下げることによる削減割

合）」の 2つの区分の合計で達成することとし、「本市の努力による削減割合」について

は、事務・事業及び局区室ごとに目標を設定して取り組んでいる。

温室効果ガスは、エネルギーの使用に伴い発生するものや、ごみの焼却に伴い発生す

るものなどがあるが、温室効果ガス排出量の削減のためには、職員一人ひとりによる

日々の省エネルギーの取組が特に重要である。

表２ 温室効果ガス排出量の削減目標

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 

※１ 温室効果ガス排出量には、公用車の使用に伴い排出されるもの及び PFI 施設か

ら排出されるものを含み、温対法の範囲とは異なる。

※２ 「電気事業者の努力による削減割合」は、電気の温室効果ガス排出係数が基準

年度 0.424t-CO2/千 kWh から目標年度 0.370t-CO2/千 kWh になると想定され算定

された。平成 28 年度実績を計算するために使用した係数では、0.486t-CO2/千

kWh 等に増加している。
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（２）排出量の実績 

平成 28 年度の温室効果ガス排出量は、基準年度と比較し主要な電気事業者の温室効

果ガス排出係数が上がったことなどから、基準年度比＋2.5％となった。 

表３ 温室効果ガス排出量の実績              （単位：万 t-CO2） 

区 分 
平成 21 年度実績

(基準年度) 
平成 32 年度目標

平成 28 年度 

実 績 
増減割合 

〈基準年度比〉

一般事務事業 16.0 △17% 17.8 ＋11.1％ 

市バス・地下鉄事業 14.9 △19% 15.9 ＋6.2％ 

上下水道事業 16.8 △20% 18.1 ＋7.5％ 

ごみ処理事業 29.6 △14% 27.6 △6.9％ 

合 計 77.4 △17% 79.3 ＋2.5％ 

※１ 実績は CO2換算値である。

※２ 電気の温室効果ガス排出係数は、当該年度の前年度の調整後排出係数（0.486ｔ 

- CO2/千 kWh 等）を使用した。

※３ 「ごみ処理事業」の平成 21 年度実績を再計算したため、計画策定時の値から変

わっている。 

※４ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 

図３ 温室効果ガス排出量の推移 
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図４ 平成 28 年度の要因別温室効果ガス排出割合 

図５ 平成 28 年度の種類別温室効果ガス排出割合
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（３）「本市の努力による削減割合」

本市の取組による温室効果ガス排出量の削減を評価するためには、温室効果ガスの

排出係数に左右されない方法によって評価する必要がある。 

各電気事業者の温室効果ガス排出係数は、事業者及び年度によって異なるため、「本

市の努力による削減割合」には、温室効果ガス排出係数に中部電力株式会社の平成 20

年度の調整後排出係数（平成 21 年度公表）を使用している。また、平成 27 年度排出量

より CO2を除く温室効果ガスの CO2換算に用いる地球温暖化係数が変更になったが、「本

市の努力による削減割合」にはそれらの地球温暖化係数についても平成 21 年度実績の

計算に使用したものを用いた。 

ア 事務・事業別の内訳 

「本市の努力による削減割合」は目標を毎年度設定しており、平成 28 年度の目標は

平成 27 年度実績を基に設定している。 

平成 28 年度は、基準年度に比べ、「一般事務事業」では空調稼働の増加や新施設の本

格稼働により＋5.1％、「市バス・地下鉄事業」では△3.1％、「上下水道事業」では＋

1.4％、「ごみ処理事業」ではごみの焼却に伴い発生する温室効果ガスが減少したことな

どから△6.9％となり、対象となる事務・事業全体では△1.9％という結果であった。 

前年度比では、「一般事務事業」では＋5.2％、「市バス・地下鉄事業」では△0.5％、

「上下水道事業」では下水汚泥の焼却に伴い発生する温室効果ガスが増加したことな

どにより＋7.4％、「ごみ処理事業」では△1.3％となり、対象となる事務・事業全体で

は＋2.1％という結果であった。 

表４ 本市の努力による削減割合               （単位：万 t-CO2） 

区 分 

平成 21年度 

実績 

(基準年度)

平成 32 年度

目標 

平成 28 年度 

目標値 
(対基準年度)

実 績 基準年度比 前年度比 

一般事務事業 16.0 △10% △1.5% 16.8 ＋5.1% ＋5.2% 

市バス・地下鉄事業 14.9 △10% △3.5% 14.5 △3.1% △0.5% 

上下水道事業 16.8 △12% △7.6% 17.1 ＋1.4% ＋7.4% 

ごみ処理事業 29.6 △13% △11.6% 27.6 △6.9% △1.3% 

合 計 77.4 △11% △7.1% 75.9 △1.9% ＋2.1% 

※１ 実績は CO2換算値である。 

※１ 「ごみ処理事業」の平成 21 年度実績を再計算したため、計画策定時の値から変

わっている。 

※２ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 

※３ 「本市の努力による削減割合」では、「電気事業者の努力による削減割合」を考

慮していないため、電気の温室効果ガス排出係数は 0.424t-CO2/千 kWh で計算し

ている。 
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イ 「一般事務事業」の内訳 

表５ 「本市の努力による削減割合」における「一般事務事業」の内訳 

（単位：t-CO2） 

区 分 
平成 21 年度実績 

(基準年度) 

平成 28 年度 

目標値 

(対基準年度)
実績 基準年度比 前年度比 

防災危機管理局 （H27）  159  △2.0% 119  △25.2% △25.2% 

市長室 （H27）     2  △4.0% 2  △7.4% △7.4% 

総務局 6,219  △2.0% 6,745  ＋8.5% ＋1.6% 

財政局 2  ― 392  ― △1.6% 

市民経済局 （H27）16,400  △2.0% 16,255  △0.9% △0.9% 

観光文化交流局 （H27）14,069  △1.0% 14,514  ＋3.2% ＋3.2% 

健康福祉局 15,004  ＋8.4% 18,160  ＋21.0% ＋4.8% 

子ども青少年局 4,858  △0.3% 4,699  △3.3% △5.4% 

住宅都市局 （H27） 6,686  △0.7% 6,552  △2.0% △2.0% 

緑政土木局 10,552  △4.7% 9,876  △6.4% △1.3% 

市会事務局 6  △6.5% 5  △12.0% ＋41.3% 

教育委員会 53,832  ＋4.5% 62,070  ＋15.3% ＋11.0% 

消防局 （H27） 4,330  △0.5% 4,509  ＋4.1% ＋4.1% 

病院局 12,425  +5.4% 15,414  ＋24.1% ＋2.6% 

千種区       583  △5.6% 460  △21.1% △11.6% 

東区       427  △8.5% 312  △26.9% △16.2% 

北区       649  △26.0% 530  △18.3% △15.2% 

西区       943  △3.4% 674  △28.5% △8.3% 

中村区       577  △6.0% 450  △22.0% ＋4.9% 

中区       923  △19.9% 680  △26.3% △7.5% 

昭和区       668  △10.1% 484  △27.4% △20.3% 

瑞穂区       594  △8.4% 457  △23.2% △10.7% 

熱田区       609  △26.9% 472  △22.5% ＋5.8% 

中川区       643  △7.9% 683  ＋6.2% ＋7.4% 

港区       692  △11.6% 595  △14.0% ＋27.0% 

南区       676  △4.0% 713  ＋5.5% ＋2.3% 

守山区       640  △16.3% 527  △17.8% △7.5% 

緑区       618  ＋7.1% 711  ＋15.0% ＋7.7% 

名東区       573  △8.9% 413  △27.9% ＋10.3% 

天白区       546  △6.0% 512  △6.3% △7.5% 

区 10,361  △10.3% 8,672  △16.3% △3.0% 

合 計 159,814  △1.5% 167,983  ＋5.1% ＋5.2% 
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※１ 実績は CO2換算値である。 

※２ 「財政局」の温室効果ガス排出量は、平成 21 年度は公用車の使用によるもの

のみであったが、平成 22 年度に市税事務所を開設したことで著しく増加したた

め、「基準年度比」は記載していない。 

※３ 平成 27 年度の「防災危機管理局」の設置に伴い、同局及び「消防局」につい

ては平成 27 年度を基準年度とした。 

※４ 平成 28 年度の「観光文化交流局」の設置に伴い、同局及び「市長室」「市民経

済局」「住宅都市局」については平成 27 年度を仮基準年度とし、仮基準年度の実

績は、「市長室」「市民経済局」「住宅都市局」の平成 27 年度実績を基に設定し

た。 

※５ 基準年度の「合計」には平成 21 年度の実績を記載したため、各区分の排出量

の合計とは一致しない 

※６ 「本市の努力による削減割合」では、「電気事業者の努力による削減割合」を

考慮していないため、電気の温室効果ガス排出係数は 0.424t-CO2/千 kWh で計算

している。 

２ エネルギー使用量の削減 

温室効果ガスは、エネルギーの使用に伴い発生するものや、ごみの焼却に伴い発生す

るものなどがあるが、「一般事務事業」及び「市バス・地下鉄事業」では、エネルギーの

使用に伴い発生するものが 99％以上を占めていることから、温室効果ガス削減のために

は、エネルギー使用量の削減に取り組まなければならない。

なお、対象となる事務・事業全体におけるエネルギー使用量のうち、電気が 73 ％、都

市ガスが 12％を占めている。 

（１）エネルギー使用量の実績 

ア 事務・事業別の内訳 

前年度比では、「市バス・地下鉄事業」では△1.0％、「上下水道事業」では新施設の試

運転などにより＋0.7%、「ごみ処理事業」では、電気使用量の増加により＋2.9%となり、

対象となる事務・事業全体では、＋1.8%となった。 

基準年度比では、対象となる事務・事業全体では、△0.2％となった。 

表６ エネルギー使用量の実績               （単位：千 GJ） 

区 分 
平成 21 年度実績

(基準年度)
平成 27年度 平成 28 年度

基準年度比 前年度比 

一般事務事業 3,469 3,483 3,645 ＋5.1% ＋4.6% 

市バス・地下鉄事業 3,137 3,051 3,021 △3.7% △1.0% 

上下水道事業 2,563 2,470 2,488 △2.9% ＋0.7% 

ごみ処理事業 861 830 854 △0.8% ＋2.9% 

合 計 10,030 9,834 10,008 △0.2% ＋1.8% 

※１ エネルギー使用量には、公用車の使用によるものを含む。 

※２ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 
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図６ エネルギー使用量の推移 

図７ 平成 28 年度の種類別エネルギー使用割合 
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イ 「一般事務事業」の内訳 

前年度と比較して都市ガス使用量が増加したことにより、エネルギー使用量は前年

度比で＋4.6％となった。 

表７ エネルギー使用量の「一般事務事業」の内訳         （単位：GJ） 

区 分 
平成 21 年度実績 

(基準年度)
平成 27 年度 平成 28 年度

基準年度比 前年度比 

防災危機管理局 ― 3,529 2,670 ― △24.3% 

市長室 5,587 5,298 26 △99.5% △99.5% 

総務局 139,508 150,624 152,223 ＋9.1% ＋1.1% 

財政局 32 8,829 8,613 ― △2.5% 

市民経済局 729,931 653,497 345,491 △52.7% △47.1% 

観光文化交流局 － － 317,858 － － 

健康福祉局 313,772 343,029 378,554 ＋20.6% ＋10.4% 

子ども青少年局 103,365 105,935 100,594 △2.7% △5.0% 

住宅都市局 182,697 155,481 150,581 △17.6% △3.2% 

緑政土木局 218,718 205,381 204,812 △6.4% △0.3% 

市会事務局 91 58 78 △13.9% ＋35.7% 

教育委員会 1,185,384 1,222,481 1,350,720 ＋13.9% ＋10.5% 

消防局 94,694 83,505 87,062 △8.1% ＋4.3% 

病院局 262,694 343,311 351,949 ＋34.0% ＋2.5% 

千種区  13,375 11,907 10,596 △20.8% △11.0% 

東区   9,740 8,499 7,032 △27.8% △17.3% 

北区   14,408 13,962 11,719 △18.7% △16.1% 

西区   20,559 16,328 14,843 △27.8% △9.1% 

中村区   13,323 9,885 10,368 △22.2% ＋4.9% 

中区   21,327 17,237 15,953 △25.2% △7.5% 

昭和区   14,981 13,763 10,868 △27.5% △21.0% 

瑞穂区   13,459 12,466 10,156 △24.5% △18.5% 

熱田区   13,533 9,856 10,366 △23.4% ＋5.2% 

中川区   14,311 14,097 14,985 ＋4.7% ＋6.3% 

港区   15,404 10,372 13,073 △15.1% ＋26.0% 

南区   15,457 15,691 15,964 ＋3.3% ＋1.7% 

守山区   14,371 12,819 11,670 △18.8% △9.0% 

緑区   13,673 14,607 15,586 ＋14.0% ＋6.7% 

名東区   12,888 8,366 9,121 △29.2% ＋9.0% 

天白区   12,093 12,114 11,202 △7.4% △7.5% 

区 232,903 201,971 193,503 △16.9% △4.2% 

合 計 3,469,376 3,482,928 3,644,734 ＋5.1% ＋4.6% 
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※１ エネルギー使用量には、公用車の使用によるものを含む。 

※２ 市役所庁舎の使用量は、庁舎管理を行っている総務局に一括して計上した。 

※３ 「財政局」のエネルギー使用量は、平成 21 年度は公用車の使用によるもののみ

であったが、平成 22 年度に市税事務所を開設したことで著しく増加したため、「平

成 21 年度比」は記載していない。 

※４ 平成 27 年度の「防災危機管理局」及び平成 28 年度の「観光文化交流局」の設置

に伴い一部組織変更が行われたが、平成 21 年度及び平成 27 年度の実績にそれら

を考慮しないそのままの実績を記載した。 

※５ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 

（２）電気使用量の実績 

ア 事務・事業別の内訳 

「一般事務事業」では＋1.6%、「市バス・地下鉄事業」では駅構内照明の LED 化や省

エネ性能に優れた地下鉄車両導入等により△1.4%、「ごみ処理事業」では自家発電付帯

設備の不具合のため買電が増加したことにより＋19.4%となるなど、対象となる事務・

事業全体で前年度比＋0.7％となった。 

なお、ごみ焼却工場では、熱エネルギーを施設内での利用や周辺地域への供給により

有効利用を図っているほか、ごみの焼却に伴い発電を行っており、施設内や周辺施設で

利用もしくは売電を行っている。平成 28 年度の発電実績は 2.4 億 kWh（おおよそ「上

下水道事業」の年間電力使用量に相当）であった。 

表８ 電気使用量の実績                  （単位：千 kWh） 

区 分 
平成 21 年度実績

(基準年度)
平成 27 年度 平成 28 年度

基準年度比 前年度比

一般事務事業 243,774 243,371 247,349 ＋1.5% ＋1.6% 

市バス・地下鉄事業 250,176 242,116 238,795 △4.5% △1.4% 

上下水道事業 245,634 239,502 241,580 △1.7% ＋0.9% 

ごみ処理事業 22,010 14,196 16,949 △23.0% ＋19.4% 

合 計 761,594 739,185 744,673 △2.2% ＋0.7% 

※ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 
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図８ 電気使用量の推移 

イ 「一般事務事業」の内訳 

引き続き節電・省エネルギーの取組や設備の高効率化を進めたことにより、多くの局

区室において前年度比で削減することができたが、全体としては電気使用量が前年度

比＋1.6％となった。 

表９ 電気使用量の「一般事務事業」の内訳           （単位：千 kWh） 
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子ども青少年局 6,330 6,825 6,619 ＋4.6% △3.0% 
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東区      870 754 592 △31.9% △21.4% 

北区    1,156 1,102 888 △23.2% △19.4% 

西区    1,372 1,249 1,111 △19.0% △11.0% 

中村区    1,262 931 979 △22.5% ＋5.2% 

中区    1,515 1,327 1,144 △24.5% △13.8% 

昭和区    1,316 1,155 923 △29.8% △20.0% 

瑞穂区    1,138 1,049 788 △30.8% △24.9% 

熱田区    1,115 769 779 △30.2% ＋１.3% 

中川区    1,139 1,091 1,110 △2.6% ＋1.7% 

港区    1,232 874 1,035 △16.0% ＋18.4% 

南区    1,387 1,292 1,291 △6.9% △0.0% 

守山区    1,177 1,070 913 △22.4% △14.6% 

緑区    1,046 1,119 1,155 ＋10.5% ＋3.3% 

名東区    1,057 675 698 △34.0% ＋3.5% 

天白区      904 843 797 △11.8% △5.5% 

区 18,713 16,244 15,022 △19.7% △7.5% 

合 計 243,774 243,371 247,349 ＋1.5% ＋1.6% 

※１ 市役所庁舎の使用量は、庁舎管理を行っている総務局に一括して計上した。 

※２ 「財政局」は、平成 21 年度には市役所庁舎外の施設はなく、平成 22 年度に市税

事務所を開設したことで電気使用量が計上されるようになったため、「平成 21 年

度比」は記載していない。 

※３ 平成 27 年度の「防災危機管理局」及び平成 28 年度の「観光文化交流局」の設

置に伴い一部組織変更が行われたが、平成 21 年度及び平成 27 年度の実績にそれ

らを考慮しないそのままの実績を記載した。 

※４ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 

（３）都市ガス使用量の実績 

ア 事務・事業別の内訳 

「一般事務事業」において前年度比で＋12.8％、「上下水道事業」では都市ガスを使

用する下水汚泥焼却炉での汚泥処理量が増加したため＋11.0 ％となり、対象となる事

務・事業全体では＋11.4％となった。 

「上下水道事業」において基準年度比で使用量が増加している主な理由は、下水汚泥

焼却炉で使用する燃料を温室効果ガス排出量の多い A 重油から都市ガスに切り替えた

ことによるものである。 



- 15 - 

表１０ 都市ガス使用量の実績                （単位：千 m3） 

区 分 
平成 21 年度実績

(基準年度)
平成 27 年度 平成 28 年度

基準年度比 前年度比 

一般事務事業 20,113 19,453 21,946 ＋9.1% ＋12.8% 

市バス・地下鉄事業 168 188 196 ＋17.0% ＋4.1% 

上下水道事業 545 1,162 1,290 ＋136.4% ＋11.0% 

ごみ処理事業 3,560 3,568 3,709 ＋4.2% ＋4.0% 

合 計 24,385 24,371 27,140 ＋11.3% ＋11.4% 

※ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 

図９ 都市ガス使用量の推移 

イ 「一般事務事業」の内訳 

平成28年度は空調稼働日数が増加したことから多くの局区室において前年度に比べ

て増加し、全体としてガス使用量は前年度比＋12.8％となった。 

表１１ 都市ガス使用量の「一般事務事業」の内訳        （単位：千 m3） 
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防災危機管理局 ― 15 7 ― △52.9% 

市長室 11 7 0 △100.0% △100.0% 
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財政局 0 5 5 ― ＋2.1% 
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市民経済局 4,287 4,031 2,833 △33.9% △29.7% 

観光文化交流局 － － 1,527 － － 

健康福祉局 3,042 3,514 3,658 ＋20.2% ＋4.1% 

子ども青少年局 740 732 692 △6.6% △5.5% 

住宅都市局 356 285 293 △17.6% ＋3.1% 

緑政土木局 473 309 332 △29.9% ＋7.5% 

教育委員会 7,972 8,013 9,879 ＋23.9% ＋23.3% 

消防局 351 239 262 △25.3% ＋9.5% 

病院局 1,644 1,084 1,098 △33.2% ＋1.3% 

千種区 23 22 11 △53.7% △50.9% 

東区 19 20 23 ＋18.4% ＋14.9% 

北区 61 62 60 △1.8% △3.3% 

西区 139 79 77 △44.5% △3.0% 

中村区 10 9 9 △9.1% ＋9.2% 

中区 33 0 0 △99.9% △92.9% 

昭和区 42 48 37 △10.1% △22.1% 

瑞穂区 41 42 48 ＋17.8% ＋16.0% 

熱田区 51 48 57 ＋9.9% ＋18.7% 

中川区 54 62 79 ＋46.5% ＋27.8% 

港区 59 30 54 △8.5% ＋79.4% 

南区 29 56 63 ＋114.8% ＋11.9% 

守山区 50 42 51 ＋1.9% ＋22.1% 

緑区 60 67 82 ＋36.8% ＋22.8% 

名東区 45 31 43 △6.3% ＋37.0% 

天白区 61 78 69 ＋13.3% △11.4% 

区 778 695 762 △2.0% ＋9.7% 

合 計 20,113 19,214 21,946 ＋9.1% ＋12.8% 

※１ 市役所庁舎の使用量は、庁舎管理を行っている総務局に一括して計上した。 

※２ 「財政局」は、平成 21 年度には市役所庁舎外の施設はなく、平成 22 年度に市税

事務所を開設したことで都市ガス使用量が計上されるようになったため、「平成 21

年度比」は記載していない。 

※３ 平成 27 年度の「防災危機管理局」及び平成 28 年度の「観光文化交流局」の設

置に伴い一部組織変更が行われたが、平成 21 年度及び平成 27 年度の実績にそれ

らを考慮しないそのままの実績を記載した。 

※４ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 
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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 28 年度の結果は以下のとおりであった。 

表１２ 環境への配慮活動 

区 分 
平成 21 年度実績 

（基準年度） 
平成 32 年度目標 平成 28 年度実績 

次世代自動車の導入割合 9％ 20％ 16％ 

エコドライブマイスタ

ー認定取得者数 
135人 1,000人 1,021 人 

大気汚染の管理 

 NOx 排出量 169ｔ できる限り削減 220ｔ 

水質汚濁の管理    

COD 10,509kg/日 

できる限り削減 

H27 9,468kg/日 

H28 9,303kg/日 

窒素 12,993kg/日 
H27 11,850kg/日 

H28 12,175kg/日 

リン 705kg/日 
H27 732kg/日 

H28 728kg/日 

用紙類使用量の削減 1,676ｔ △5％ 
1,881ｔ 

＋12.3％ 

古紙の資源化率 96.5％ できる限り増加 95.9％ 

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 86.3％ 

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％ 99.9％ 

建設発生木材 95.2％ 99.0％ 

建設発生土 79.5％ 86.4％ 

非グリーン購入件数 630件 できる限り削減 483 件 

緑化の推進 
17箇所 

2.0ha 
緑化面積の確保 

7 箇所 

2.0ha 

雨水流出の抑制 
116件 

 7,624.5m3

雨水の貯留浸透

量の確保 

101 件 

31,882.2m3

太陽光発電設備の導入 717kW 10,000kW 19,584kW 

※１ 「大気汚染の管理」は、「平成 28 年度実績」として平成 27 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 「水質汚濁の管理」は、集計の関係上、「平成 27 年度実績」及び「平成 28 年度

実績」を記載した。 

※３ 「用紙類使用量の削減」の平成 21 年度の実績を精査したため、計画策定時の値
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から変わっている。 

※４ 「緑化の推進」には「各年度の本市建築物の緑化地域制度申請実績」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

（いずれも単年度実績）。 

４ 用紙類使用量の削減 

各種パンフレットなどの印刷物やコピー用紙などの用紙類の使用量については、平

成 21 年度を基準として平成 32 年度までに市全体で△5％とすることを目標としてお

り、局区室ごとに毎年度、前年度の実績に基づき削減目標を定めて取り組んでいる。 

平成 27 年度が基準年度比で大幅に増加していたため、平成 28 年度は基準年度比で

＋8.0％まで増加幅を縮小することを目標とした。多くの局区室で使用量を削減できた

が、市全体では前年度比で＋2.8％、基準年度比で＋12.3％となった。用紙類使用量は

近年増加の一途をたどっており、一つひとつの取組の積み重ねにより削減を図ってい

く。 

なお、基準年度と比較しての主な増加要因としては、全戸配布やサービス対象者の拡

大によるパンフレットの印刷などが挙げられる。 

表１３ 用紙類使用量の局区室別内訳               （単位：t） 

区 分 

平成 21 年度 

実績 

（基準年度） 

平成 28 年度 

目標値 

(対基準年度)
実 績 基準年度比 前年度比 

会計室 5  △13.5% 4  △22.0% △14.0% 

防災危機管理局 （H27） 10  △1.0% 51  ＋430.7% ＋430.7% 

市長室 （H27）668   ＋1.1% 674  ＋0.8% ＋0.8% 

総務局 （H27） 56  ＋1.0% 29  △49.3% △49.3% 

財政局 84  △4.0% 83  △0.7% ＋1.2% 

市民経済局 （H27） 32  △1.0% 26  △16.6% △16.6% 

観光文化交流局 （H27） 65 ＋2.1% 27  △57.9% △57.9% 

環境局 59  △38.3% 35  △40.9% △0.7% 

健康福祉局 173   ＋7.0% 215  ＋24.3% ＋13.1% 

子ども青少年局 67  △18.4% 59  △12.1% ＋5.2% 

住宅都市局 （H27） 30   △9.8% 33  ＋9.4% ＋9.4% 

緑政土木局 38  △4.3% 33  △12.4% △1.6 

市会事務局 64  ＋37.8% 92  ＋43.7% ＋0.9% 

監査事務局 1  ＋19.0% 1  ＋15.8% △7.4% 

人事委員会 3  △18.4% 3  △13.3% △5.5% 

選挙管理委員会 2  ＋7.1% 4  ＋83.3% ＋19.9% 

教育委員会 49  ＋15.8% 75  ＋52.0% △0.7% 

消防局 （H27） 62  △0.2% 64  ＋3.2% ＋3.2% 
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病院局 42  ＋24.8% 47  ＋11.8% △0.1% 

上下水道局 80  △4.3% 83  ＋3.1% ＋11.3% 

交通局 56  ＋76.2% 92  ＋64.7% ＋38.8% 

千種区       11   △13.7% 11  △1.3% ＋9.1% 

東区     7  △15.8% 5  △24.1% △3.6% 

北区 13  △19.5% 11  △13.7% △0.4% 

西区 8  △3.0% 10  ＋13.6% ＋13.7% 

中村区 12  △3.0% 11  △9.4% ＋1.0% 

中区 10  △26.4% 7  △27.9% ＋9.0% 

昭和区 9  △22.3% 6  △35.7% △17.3% 

瑞穂区 6   ＋2.9% 8  ＋38.2% ＋29.7% 

熱田区 6  ＋30.4% 8  ＋34.8% ＋0.1% 

中川区 11   △1.8% 12  ＋9.0% △15.2% 

港区 6  ＋19.1% 10  ＋59.3% ＋27.4% 

南区 9  △3.0% 11  ＋19.3% ＋9.8% 

守山区 12  △15.9% 12  ＋3.0% ＋26.7% 

緑区 7  ＋59.3% 10  ＋52.6% △11.9% 

名東区 8  ＋6.3% 11  ＋39.6% ＋9.5% 

天白区 6  △2.8% 8  ＋37.7% ＋30.4% 

区 141  △3.7% 151  ＋7.6% ＋5.9% 

合 計 1,676 t ＋8.0% 1,881 t ＋12.3% ＋2.8% 

※１ 平成 27 年度の「防災危機管理局」の設置に伴い、同局及び「消防局」につい

ては平成 27 年度を基準年度とした。 

※２ 平成 28 年度の「観光文化交流局」の設置に伴い、同局及び「市長室」「総務

局」「市民経済局」「住宅都市局」については平成 27 年度を仮基準年度とし、仮基

準年度の実績は、「市長室」「総務局」「市民経済局」「住宅都市局」の平成 27 年度

の実績を基に設定した。 

※３ 基準年度の「合計」には平成 21 年度の実績を記載したため、各区分の使用量

の合計とは一致しない。 

※４ 緑政土木局の平成 21 年度の実績を精査したため、平成 21 年度実績は計画策定

時の値から変わっている。 

※５ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 

５ 研修 

環境マネジメントに関する知識及び技術の向上を図るため、すべての職員を対象とし

て以下のとおり研修を実施した。 

なお、研修資料を始め、環境行動計画・N-EMS、グリーン購入ガイドライン、省エネ

法・温対法、省エネ事例紹介、過去の取組結果等について庁内イントラネット上に掲載

し、研修当日やむを得ず欠席した場合や必要の都度、各自でe-ラーニングに努めた。 
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（１）一般研修 

ア 幹部職員研修 

（ア）受講者 

総括推進責任者（局長級職員）、推進責任者（部長級職員）及び総括推進員（企画

担当課長）等 40 人 

（イ）目的 

各所属において環境マネジメントの確立と指揮を行うため、環境マネジメントの

運用に必要となる知識を習得する。 

（ウ）主な内容 

世界的な地球温暖化問題や国内の情勢と対応、省エネ法・温対法の概要、環境行

動計画・N-EMS の概要、本市における優良な取組事例、幹部職員としての役割 など 

（エ）実施日 

平成 28 年 7 月 13 日（水） 

イ 推進研修 

（ア）受講者 

推進員（課長級職員）等 96 人 

（イ）目的 

各職場において部下に実施研修と指導を行うため、各所属における環境マネジメ

ントの運用に必要な知識を習得する。 

（ウ）主な内容 

世界的な地球温暖化問題や国内の情勢と対応、省エネ法・温対法の概要、環境行

動計画・N-EMS の概要、本市における優良な取組事例、推進員としての役割と部下へ

の実施研修・指導の手法、手順 など 

（エ）実施日 

平成 28 年 7 月 12 日（火）、13 日（水） 

ウ 実施研修 

（ア）受講者 

職員 18,203 人 

（イ）目的 

環境マネジメントの基本的内容の理解と省エネルギー等に対する意識を高める。 

（ウ）主な内容 

世界的な地球温暖化問題や国内の情勢と対応、省エネ法の概要、環境行動計画・

N-EMS の概要、本市における優良な取組事例、具体的な省エネの取組内容 など 

（エ）実施日 

平成 28 年 8 月～平成 28 年 10 月 

エ 入門研修 

（ア）受講者 

新規採用者及び所属間異動者等 2,204 人 
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（イ）目的 

所属における環境マネジメントの基本的内容の理解と事業活動における省エネに

対する意識を高める。 

（ウ）主な内容 

地球温暖化問題、本市の取組、環境行動計画及び N-EMS の概要、具体的な取組事

例 など 

（エ）実施日 

平成 28 年 4 月～平成 28 年 5 月 

（２）環境監査研修 

ア 受講者 

所属の推薦を受けた推進員（課長級職員） 64 人 

イ 目的 

環境監査に必要な知識を習得する。 

ウ 主な内容 

環境問題の現状と課題、本市の環境実績と課題、N-EMS 運用のポイント、内部監

査の手順、内部監査における視点 など 

エ 実施日 

平成 28 年 10 月 27 日（木）、28 日（金） 

６ 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（以下「監査」という。）を平成28年10月から12月にか

けて実施した。（詳細は「平成28年度なごや環境マネジメントシステム（N-EMS）環境

監査報告書」を参照） 

（１）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、64 課公所を対象

に監査を実施した。 

（２）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 19 課公所において、29 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運

用がされていた。平成 28 年度も、前年度に続いて、施設における法令順守を重点項目
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に掲げて実施したところ、フロン排出抑制法で課せられている点検について、一部の施

設で点検されていないという指摘があったことから、各施設の担当者は改めて法律等

で定められた事項についてチェックし、適正に実施されることが望まれる。また、平成

28 年度も引き続き、用紙類の基本的な使用状況も重点項目として監査を行った。大部

分の所属では適正に取り組まれていたが、不十分な所属が 1 割程度あった。取組につ

いて再確認するとともに、一層の用紙類使用量の削減に努められたい。 

７ その他の取組 

平成28年度は、省エネルギー機器の導入として、地下鉄桜通線丸の内駅を始め市施設

へのLED照明を約8,000台導入した。また、太陽光発電設備を98施設に4,911kW設置した。 

公用車については、ハイブリッド自動車を始めとした次世代自動車や低燃費・低公害

車を導入したほか、地下鉄事業では省エネルギー型の車両を導入した。 

各職場では、環境配慮の率先行動として、毎日の昼休みの消灯や OA 機器の省エネモー

ドでの運用、ごみの発生抑制などに努め、毎月 8日の本市「環境保全の日」には、全市的

に公用車の使用を極力控え、定時退庁に努めるなどした。 

また、5 月から 10 月にかけて「エコ・スタイル運動（クールビズ）」を実施し、6 月、

7月にはライトダウンキャンペーンに参加した。 

用紙類使用量削減の取組の一つとして、各所に配架した印刷物の残部数（廃棄量）把握

を強化し、作成部数や広報方法などの見直しにつなげた。 
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第３章 平成 29 年度から平成 31 年度までの目標設定 

１ 目標設定方法 

環境行動計画に掲げる目標のうち、職員全員が取り組むことができる「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

は、毎年度、以下の手順に従い 3年度分の目標を設定している。 

（１）環境管理事務局が提示する暫定の 3年度分の目標に基づき、各局区室において、そ

れぞれの自然増減を考慮した上で削減目標を設定する。 

≪自然増減の例≫ 

温室効果ガス排出量：施設の新設・廃止などに伴うエネルギー使用量の増減 

用 紙 類 使 用 量：事業の開始・終了などに伴うコピー用紙・印刷物の増減 

（２）それぞれの局区室別目標に基づき、各職場で部門別・施設別目標を設定する。 

（３）環境管理事務局が局区室別目標を集約し、全体目標を設定する。 

２ 「本市の努力による削減割合」の目標 

平成 28 年度の実績と基準年度の実績の比較や、平成 32 年度の目標値を踏まえ、平成

29 年度から平成 31 年度までの事務・事業ごとの目標を以下のとおりとした。 

表１４ 「本市の努力による削減割合」の目標         （単位：万 t-CO2） 

区 分 
平成 21 年度実績

（基準年度）

平成 32 年

度目標 

目 標 

平成 29年度 平成 30 年度 平成 31 年度

一般事務事業 16.0 △10% △3.1% △3.7% △4.3% 

市バス・地下鉄事業 14.9 △10% △3.8% △4.7% △5.2% 

上下水道事業 16.8 △12% △5.2% △7.7% △10.3% 

ごみ処理事業 29.6 △13% △11.8% △12.2% △12.6% 

合 計 77.4 △11% △7.0% △8.0% △9.0% 

※１ 実績は CO2換算値である。 

※２ ごみ処理事業における温室効果ガス排出量は、対象範囲及び算出方法が違うた

め、「一般廃棄物処理基本計画」の値とは異なる。 

表１５ 「本市の努力による削減割合」の目標の「一般事務事業」の内訳

（単位：t-CO2） 

区 分 
平成 21 年度実績

（基準年度） 

目 標 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

防災危機管理局 （H27） 159  △25.7% △26.2% △26.7% 

市長室 （H28）   2  △0.5% △1.0% △1.5% 

総務局 6,219  △2.5% △3.0% △3.5% 

財政局 2  ― ― ― 

市民経済局 （H28）16,233  △4.0% △6.0% △8.0% 

観光文化交流局 （H28）13,117  △1.0% △2.0% △3.0% 

健康福祉局 15,004  △4.0% △4.0% △4.0% 
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子ども青少年局 4,858  △6.9% △8.6% △9.5% 

住宅都市局 （H28）6,548  △0.3% △0.4% △0.4% 

緑政土木局 10,552  △6.2% △7.8% △9.2% 

市会事務局 6  △8.0% △9.0% △10.0% 

教育委員会 53,832  ＋3.4% ＋3.1% ＋2.9% 

消防局 （H27）4,331  ＋2.3% ＋0.8% ＋0.2% 

病院局 12,425  ＋23.6% ＋23.6% ＋23.6% 

千種区       583  △22.0% △21.3% △21.8% 

東区       427  △9.7% △10.2% △10.6% 

北区       649  △7.8% △3.0% △4.0% 

西区       943  △4.0% △4.5% △5.0% 

中村区       577  △23.0% △23.9% △24.8% 

中区       923  △20.9% △22.2% △25.0% 

昭和区       668  △31.1% △31.5% △31.9% 

瑞穂区       594  △8.9% △9.3% △10.2% 

熱田区       609  △23.5% △24.5% △25.5% 

中川区       643  △8.7% △8.7% △8.7% 

港区       692  △11.6% △11.6% △11.6% 

南区       676  △6.5% △7.8% △9.2% 

守山区       640  △16.4% △16.4% △16.4% 

緑区       618  ＋3.3% △0.8% △2.0% 

名東区       573  △24.8% △25.3% △25.8% 

天白区       546  △7.0% △8.0% △9.0% 

区 10,361  △13.8% △14.2% △15.1% 

合 計 159,814  △3.1% △3.7% △4.3% 

※１ 平成 27 年度の「防災危機管理局」の設置に伴い、同局及び「消防局」につい

ては平成 27 年度の両局の実績をそれぞれの基準年度とした。 

※２ 平成 28 年度の「観光文化交流局」の設置に伴い、同局及び「市長室」「市民経

済局」「住宅都市局」については平成 28 年度を基準年度とした。 

※３ 「財政局」の温室効果ガス排出量は、平成 21 年度は公用車の使用によるもの

のみであったが、平成 22 年度に市税事務所を開設したことで著しく増加したた

め、「目標」を設定していない。 

※４ 基準年度の「合計」には平成 21 年度の実績を記載したため、各区分の排出量

の合計とは一致しない 

３ 「用紙類使用量の削減」の目標 

用紙類使用量の削減目標は事務・事業別に設定せず、平成 32 年度までに対象となる事

務・事業全体で△5％とすることを目標としている。 

平成 28 年度実績が基準年度に比べ＋12.3％であったことを踏まえ、平成 29 年度から

平成 31 年度までの目標を以下のとおりとした。 



- 25 - 

表１６ 「用紙類使用量の削減」の目標                （単位:t） 

区 分 
平成 21 年度実績

（基準年度）

平成 32

年度目標 

目 標 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

事務・事業全体 1,676  △5% ＋8.0% ＋3.8% ＋3.5% 

表１７ 「用紙類使用量の削減」の目標の局区室別内訳       （単位：t） 

区 分 
平成 21 年度実績

（基準年度） 

目 標 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

会計室 5  △15.6% △15.6% △15.6% 

防災危機管理局 （H27） 10  △9.6% △10.2% △10.8% 

市長室 （H28） 674  ＋2.1% ＋3.5% ＋4.7% 

総務局 （H28） 29  △1.3% △2.5% △3.8% 

財政局 84  △3.3% △3.9% △4.4% 

市民経済局 （H28） 26  △1.3% △2.5% △3.8% 

観光文化交流局 （H28） 27  ＋0.9% △0.6% △0.6% 

環境局 59  ＋86.8% △31.8% △31.8% 

健康福祉局 173  ＋17.0% ＋9.7% ＋2.3% 

子ども青少年局 67  △34.1% △37.8% △41.3% 

住宅都市局 （H28） 33  △4.2% △8.0% △12.5% 

緑政土木局 38  △4.5% △4.7% △4.9% 

市会事務局 64  ＋40.2% ＋39.7% ＋39.7% 

監査事務局 1  ＋10.8% ＋4.6% ＋1.4% 

人事委員会 3  △20.7% △20.7% △20.7% 

選挙管理委員会 2  ＋6.9% ＋57.1% ＋40.6% 

教育委員会 49  △5.2% ＋16.4% ＋50.3% 

消防局 （H27） 62  ＋1.1% △0.7% △1.8% 

病院局 42  ＋7.2% ＋6.0% ＋6.0% 

上下水道局 80  △2.7% △3.5% △4.2% 

交通局 56  ＋16.2% ＋21.9% ＋14.4% 

千種区       11  △3.2% △2.3% △10.9% 

東区     7  △15.8% △15.8% △15.8% 

北区 13  △15.0% △15.5% △16.0% 

西区 8  △3.5% △4.0% △4.5% 

中村区 12  △26.8% △27.2% △27.6% 

中区 10  △22.0% △22.1% △28.3% 

昭和区 9  △28.9% △28.9% △28.9% 

瑞穂区 6  ＋26.0% ＋13.9% ＋1.6% 

熱田区 6  ＋24.5% ＋14.1% ＋3.8% 



- 26 - 

中川区 11  △4.8% △4.8% △4.8% 

港区 6  ＋42.8% ＋27.1% ＋12.3% 

南区 9  ＋8.9% ＋4.3% △0.3% 

守山区 12  △15.9% △15.9% △15.9% 

緑区 7  ＋32.3% ＋19.5% ＋6.7% 

名東区 8  ＋28.5% ＋17.3% ＋6.1% 

天白区 6  △3.2% △3.6% △4.0% 

区 141  △2.4% △5.7% △10.0% 

合 計 1,676  ＋10.4% ＋6.1% ＋5.9% 

※１ 平成 27 年度の「防災危機管理局」の設置に伴い、同局及び「消防局」につい

ては平成 27 年度の両局の実績をそれぞれの基準年度とした。 

※２ 平成 28 年度の「観光文化交流局」の設置に伴い、同局及び「市長室」「総務

局」「市民経済局」「住宅都市局」については平成 28 年度を基準年度とした。 

※３ 緑政土木局の平成 21 年度の実績を精査したため、平成 21 年度実績は計画策定

時の値から変わっている。 

※４ 基準年度の「合計」には平成 21 年度の実績を記載したため、各区分の使用量

の合計とは一致しない。 
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第４章 今後の方向性 

平成 28 年度は、都市ガス使用量の増加や下水汚泥処理の方法変更などから、前年度と比

較して温室効果ガス排出量が増加した部門もあったが、前年度と比較するとほぼ横ばいで

あった。しかし、基準年度と比較すると増加している状況である。 

省エネ法では、中長期的にみて年平均 1％以上のエネルギー消費原単位を低減すること

を努力目標としている。また、国の新たな温室効果ガス排出量削減目標が示されたことな

どを受け、本市の環境行動計画の改定を進めており、改定後の計画ではさらに高い目標を

掲げ取組みを推進していく予定である。これらの目標達成のため、引き続き省エネルギー

機器の導入や、LED 照明の導入、研修の充実、イントラネットや研修の場を活用した省エネ

ルギーに関する情報の共有、優良事例の水平展開などに努めていく。 

用紙類使用量は、近年増加の一途をたどっている。使用量のうち約 7 割がチラシやパン

フレット等の印刷物、残り約 3 割がコピー用紙となっている。印刷物については、各所に

配架したものの活用率や、残部量（廃棄量）を踏まえ、作成部数や広報方法などを見直す

ことなどにより削減を図っていく。コピー用紙については、個別資料配布に代えてスクリ

ーン等の活用による資料共有、メールでの供覧、イントラネットの活用、電子決裁の促進

などを行っているが、一人ひとりの心がけも大切であることから、紙削減に向けた意識を

徹底し、一つひとつの取組の積み重ねにより削減につなげていく。 

引き続き、N-EMS を適切に運用し、かつ効果的に機能させるため、研修及び監査を充実さ

せるとともに、運用状況を点検、評価し、取組の見直しを行っていく。 


