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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。 

  なお、平成 29 年度に環境行動計画の見直しを行い、平成 30 年度以降は、平成 30 年 3

月に策定した「名古屋市役所環境行動計画 2030」（以下、「環境行動計画 2030」と言う。）

に基づき N-EMS を運用する。 

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、平成29年度の標準的な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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第２章 平成 29 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 になるとの想定のもと算

定された。平成 29 年度実績を計算するために使用した係数は、0.480 t-CO2/千

kWh 等に増加している。 
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（２）排出量の実績 

平成 29 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＋5.5％となった。 

表３ 温室効果ガス排出量の実績（CO2換算値） 

区 分 
平成 21 年度実績

(基準年度) 
平成 32 年度目標

平成 29 年度 

実 績 
増減割合 

〈基準年度比〉

一般事務事業 16.0 万 t △17% 18.3万t ＋14.7％ 

市バス・地下鉄事業 14.9 万 t △19% 15.8万t ＋5.8％ 

上下水道事業 16.8 万 t △20% 17.8万t ＋5.5％ 

ごみ処理事業 29.6 万 t △14% 29.8万t ＋0.5％ 

合 計 77.4 万 t △17% 81.7万t ＋5.5％ 

※１ 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（0.480ｔ 

- CO2/千 kWh 等）を使用した。

※２ 「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。 

※３ 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 

29.6 28.7 27.3 27.9 28.6 26.3 28.0 27.6 29.8 26.3

16.8 16.5
14.7 16.9 15.0 17.7 17.5 18.1

17.8

13.5

14.9 14.9
12.9

15.7
13.3

16.5 16.2 15.9 15.8

12.2

16.0 16.6

15.4

16.6
14.8

16.9 17.5 17.8
18.3

13.2

77.4 76.8

70.3

77.1

71.7

77.3 79.3 79.3
81.7

65.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

（万ｔ-CO2）

年度平成

（基準年度） （目標年度）

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



- 6 - 

図４ 平成 29 年度の要因別温室効果ガス排出割合 

図５ 平成 29 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 29 年度の目標は

平成 28 年度実績を基に設定している。 

平成 29 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＋6.2％、「市バス・地下鉄事業」では車両の更新、駅構内照明の LED 化等

により△2.9％、「上下水道事業」では＋0.1％、「ごみ処理事業」では＋0.4％となり、

対象となる事務・事業全体では＋0.9％という結果であった。 

前年度比では、「一般事務事業」では＋1.0％、「市バス・地下鉄事業」では＋0.2％、

「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減少したことな

どにより△1.8％、「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増加

したことなどから＋7.9％となり、対象となる事務・事業全体では＋2.7％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 29 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% △3.1% 17.0 ＋6.2% ＋1.0% 

市バス・地下鉄事業 14.9 △10% △3.8% 14.5 △2.9% ＋0.2% 

上下水道事業 16.8 △12% △5.2% 16.8 ＋0.1% △1.8% 

ごみ処理事業 29.6 △13% △11.8% 29.8 ＋0.4% ＋7.9% 

合 計 77.4 △11% △7.0% 78.1 ＋0.9% ＋2.7% 

※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 29 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  △25.7% 114 △28.4% △4.3% 

市長室 （H28）     2  △0.5% 2 ＋8.1% ＋8.1% 

総務局 6,219  △2.5% 6,717 ＋8.0% △0.4% 

財政局 2  ― 397 ― ＋1.5% 

市民経済局 （H28）16,255  △4.0% 16,146 △0.7% △0.7% 

観光文化交流局 （H28）14,514  △1.0% 14,440 △0.5% △0.5% 

健康福祉局 15,004  △4.0% 17,837 ＋18.9% △1.8% 

子ども青少年局 4,858  △6.9% 4,596 △5.4% △2.2% 

住宅都市局 （H28） 6,552  △0.3% 6,626 ＋1.1% ＋1.1% 

緑政土木局 10,552  △6.2% 11,273 ＋6.8% ＋14.1% 

市会事務局 6  △8.0% 4 △43.2% △35.5% 

教育委員会 53,832  ＋3.4% 62,971 ＋17.0% ＋1.5% 

消防局 （H27） 4,330  ＋2.3% 4,525 ＋4.5% ＋0.4% 

病院局 12,425  +23.6% 15,457 ＋24.4% ＋0.3% 

千種区       583  △22.0% 445 △23.7% △3.2% 

東区       427  △9.7% 309 △27.5% △0.8% 

北区       649  △7.8% 530 △18.3% 0.0% 

西区       943  △4.0% 681 △27.8% ＋1.0% 

中村区       577  △23.0% 482 △16.5% ＋7.0% 

中区       923  △20.9% 647 △29.9% △4.8% 

昭和区       668  △31.1% 488 △26.8% ＋0.8% 

瑞穂区       594  △8.9% 435 △26.8% △4.8% 

熱田区       609  △23.5% 461 △24.3% △2.3% 

中川区       643  △8.7% 654 ＋1.7% △4.3% 

港区       692  △11.6% 568 △17.8% △4.4% 

南区       676  △6.5% 705 ＋4.2% △1.2% 

守山区       640  △16.4% 558 △12.9% ＋5.9% 

緑区       618  ＋3.3% 710 ＋14.8% △0.2% 

名東区       573  △24.8% 403 △29.6% △2.4% 

天白区       546  △7.0% 518 △5.1% ＋1.3% 

区 10,361  △13.8% 8,595 △17.0% △0.9% 

合 計 159,814  △3.1% 169,699 ＋6.2% ＋1.0% 
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※１ 「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。 

※２ 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。 

※３ 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。 

※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 

※５ 「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

るものなどがあり、「一般事務事業」及び「市バス・地下鉄事業」で排出される温室効果

ガスの 99%をエネルギー使用に伴うものが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 13％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、「一般事務事業」で＋0.5％、「市バス・地下鉄事業」では電気・天然ガ

ス使用量削減により△0.8％、「上下水道事業」では配水量及び下水処理量の増加に伴い

電気使用量等が増加したことにより＋0.7%、「ごみ処理事業」では、電気使用量の減少に

より△2.1%となり、対象となる事務・事業全体では、△0.1%となった。 

基準年度比では、対象となる事務・事業全体では、△0.3％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 28年度 平成 29 年度

基準年度比 前年度比 

一般事務事業 3,469 3,645 3,661 ＋5.5% ＋0.5% 

市バス・地下鉄事業 3,137 3,021 2,997 △4.5% △0.8% 

上下水道事業 2,563 2,488 2,505 △2.2% ＋0.7% 

ごみ処理事業 861 854 836 △2.9% △2.1% 

合 計 10,030 10,008 9,999 △0.3% △0.1% 

※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 29 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 

前年度と比較して電気使用量及び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＋0.5％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 28 年度 平成 29 年度

基準年度比 前年度比 

防災危機管理局 ― 2,670 2,490 ― △6.8% 

市長室 5,587 26 29 △99.5% ＋10.5% 

総務局 139,508 152,223 151,251 ＋8.4% △0.6% 

財政局 32 8,613 8,806 ― ＋2.2% 

市民経済局 729,931 345,491 343,346 △53.0% △0.6% 

観光文化交流局 － 317,858 317,914 － ＋0.0% 

健康福祉局 313,772 378,554 372,869 ＋18.8% △1.5% 

子ども青少年局 103,365 100,594 98,372 △4.8% △2.2% 

住宅都市局 182,697 150,581 151,990 △16.8% ＋0.9% 

緑政土木局 218,718 204,812 215,347 △1.5% ＋5.1% 

市会事務局 91 78 51 △44.4% △35.4% 

教育委員会 1,185,384 1,350,720 1,367,240 ＋15.3% ＋1.2% 

消防局 94,694 87,062 87,409 △7.7% ＋0.4% 

病院局 262,694 351,949 352,456 ＋34.2% ＋0.1% 

千種区  13,375 10,596 10,239 △23.5% △3.4% 

東区   9,740 7,032 6,972 △28.4% △0.9% 

北区   14,408 11,719 11,755 △18.4% ＋0.3% 

西区   20,559 14,843 14,958 △27.2% ＋0.8% 

中村区   13,323 10,368 11,078 △16.8% ＋6.8% 

中区   21,327 15,953 15,176 △28.8% △4.9% 

昭和区   14,981 10,868 10,966 △26.8% ＋0.9% 

瑞穂区   13,459 10,156 9,670 △28.2% △4.8% 

熱田区   13,533 10,366 10,163 △24.9% △2.0% 

中川区   14,311 14,985 14,352 ＋0.3% △4.2% 

港区   15,404 13,073 12,510 △18.8% △4.3% 

南区   15,457 15,964 15,762 ＋2.0% △1.3% 

守山区   14,371 11,670 12,349 △14.1% ＋5.8% 

緑区   13,673 15,586 15,556 ＋13.8% △0.2% 

名東区   12,888 9,121 8,872 △31.2% △2.7% 

天白区   12,093 11,202 11,263 △6.9% ＋0.5% 

区 232,903 193,503 191,639 △17.7% △1.0% 

合 計 3,469,376 3,644,734 3,661,208 ＋5.5% ＋0.5% 
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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 年度の実績は、当時の組織の値を記載

している。 

※５ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 

（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＋0.5%、「市バス・地下鉄事業」では地下鉄車両の更新や駅構

内照明の LED 化等により△0.8%、「上下水道事業」では配水量及び下水処理量が増加し

たことにより＋0.6%、「ごみ処理事業」では自家発電付帯設備の不具合の解消により△

13.6%となり、対象となる事務・事業全体で前年度比△0.2％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 29 年度の発電実績は 2.5 億 kWh（おおよそ「一

般事務事業」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 28 年度 平成 29 年度

基準年度比 前年度比

一般事務事業 243,774 247,349 248,534 ＋2.0% ＋0.5% 

市バス・地下鉄事業 250,176 238,795 236,858 △5.3% △0.8% 

上下水道事業 245,634 241,580 243,061 △1.0% ＋0.6% 

ごみ処理事業 22,010 16,949 14,649 △33.4% △13.6% 

合 計 761,594 744,673 743,101 △2.4% △0.2% 

※ 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高効率照明の導入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＋0.5％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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基準年度比 前年度比 

防災危機管理局 ― 234 187 ― △20.1% 

市長室 467 0 0 △100.0% ―
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千種区   1,027 820 800 △22.0% △2.4% 

東区      870 592 585 △32.7% △1.2% 

北区    1,156 888 910 △21.2% ＋2.6% 

西区    1,372 1,111 1,129 △17.7% ＋1.6% 

中村区    1,262 979 1,033 △18.2% ＋5.5% 

中区    1,515 1,144 1,097 △27.6% △4.1% 

昭和区    1,316 923 939 △28.7% ＋1.7% 

瑞穂区    1,138 788 750 △34.1% △4.8% 

熱田区    1,115 779 780 △30.1% ＋0.1% 

中川区    1,139 1,110 1,055 △7.4% △4.9% 

港区    1,232 1,035 1,002 △18.7% △3.2% 

南区    1,387 1,291 1,266 △8.8% △2.0% 

守山区    1,177 913 955 △18.9% ＋4.5% 

緑区    1,046 1,155 1,135 ＋8.6% △1.7% 

名東区    1,057 698 677 △35.9% △3.0% 

天白区      904 797 759 △16.0% △4.7% 

区 18,713 15,022 14,873 △20.5% △1.0% 

合 計 243,774 247,349 248,534 ＋2.0% ＋0.5% 

※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 年度の実績は、当時の組織の値を記

載している。 

※４ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 

（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」において暖房に要する使用量の増加等により前年度比で＋2.8％、

「市バス・地下鉄事業」では＋6.0%、「上下水道事業」では△1.7 ％となり、対象とな

る事務・事業全体では＋2.4％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。 
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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 28 年度 平成 29 年度

基準年度比 前年度比 

一般事務事業 20,113 21,946 22,571 ＋12.2% ＋2.8% 

市バス・地下鉄事業 168 196 208 ＋24.1% ＋6.0% 

上下水道事業 545 1,290 1,268 ＋132.5% △1.7% 

ごみ処理事業 3,560 3,709 3,743 ＋5.2% ＋0.9% 

合 計 24,385 27,140 27,790 ＋14.0% ＋2.4% 

※ 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 29 年度は、前年度に比べ冬季の気温が低く、多くの局区室において暖房に要す

る使用量が増加し、全体として前年度比＋2.8％となった。 
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財政局 0 5 4 ― △10.7% 

市民経済局 4,287 2,833 2,778 △35.2% △1.9% 

観光文化交流局 － 1,527 1,528 － ＋0.1% 

健康福祉局 3,042 3,658 3,835 ＋26.1% ＋4.9% 

子ども青少年局 740 692 682 △7.9% △1.4% 

住宅都市局 356 293 303 △15.0% ＋3.1% 

緑政土木局 473 332 420 △11.3% ＋26.5% 

教育委員会 7,972 9,879 10,217 ＋28.2% ＋3.4% 

消防局 351 262 254 △27.6% △3.1% 

病院局 1,644 1,098 1,137 △30.9% ＋3.5% 

千種区 23 11 12 △49.2% ＋9.7% 

東区 19 23 23 ＋20.9% ＋2.2% 

北区 61 60 55 △9.1% △7.3% 

西区 139 77 77 △44.8% △0.5% 

中村区 10 9 13 ＋24.1% ＋36.4% 

中区 33 0 0 △99.8% ＋96.8% 

昭和区 42 37 36 △12.9% △3.1% 

瑞穂区 41 48 46 ＋12.2% △4.7% 

熱田区 51 57 52 ＋0.8% △8.3% 

中川区 54 79 78 ＋44.6% △1.3% 

港区 59 54 50 △15.5% △7.6% 

南区 29 63 65 ＋121.3% ＋3.0% 

守山区 50 51 57 ＋14.3% ＋12.1% 

緑区 60 82 86 ＋43.4% ＋4.9% 

名東区 45 43 42 △6.8% △0.6% 

天白区 61 69 79 ＋29.8% ＋14.6% 

区 778 762 771 △0.9% ＋1.2% 

合 計 20,113 21,946 22,571 ＋12.2% ＋2.8% 

※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 年度の実績は、当時の組織の値を記

載している。 

※４ 端数処理のため、「合計」などが一致しない場合がある。 
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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 29 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 29 年度実績 

次世代自動車の導入割合 9％ 20％ 17％ 

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 222ｔ 

水質汚濁の管理    

COD 10,509kg/日 

できる限り削減 

H28 9,303kg/日 

H29 9,298kg/日 

窒素 12,993kg/日 
H28 12,175kg/日 

H29 12,354kg/日 

リン 705kg/日 
H28 728kg/日 

H29 736kg/日 

用紙類使用量の削減 1,676ｔ △5％ 
1,903ｔ 

＋13.5％ 

古紙の資源化率 96.5％ できる限り増加 96.2％ 

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 87.0％ 

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％ 97.2％ 

建設発生土 79.5％ 87.6％ 

非グリーン購入件数 630件 できる限り削減 475 件 

緑化の推進 
17箇所 

2.0ha 
緑化面積の確保 

11 箇所 

2.7ha 

雨水流出の抑制 
116件 

 7,624.5m3

雨水の貯留浸透

量の確保 

100 件 

5,620.2m3

太陽光発電設備の導入 717kW 10,000kW 19,872kW 

※１ 「大気汚染の管理」は、「平成 29 年度実績」として平成 28 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 28 年度実績」及び「平成 29 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 28 年度が基準年度比で大幅に増加していたため、平成 29 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。しかしながら、多くの局室区でそれ

ぞれの目標に達せず、市全体では前年度比で＋1.1％、基準年度比で＋13.5％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

削減を図っていく必要がある。 

なお、基準年度と比較しての主な増加要因としては、市民向けパンフレット等の増

加、世帯数の増加に伴う全戸配布印刷物の増加などが挙げられる。 

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 29 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  △15.6% 4 △19.0% ＋3.8% 

防災危機管理局 （H27） 10  △9.6% 13 ＋32.2% △75.1% 

市長室 （H28）674   ＋2.1% 680 ＋0.8% ＋0.8% 

総務局 （H28） 29  △1.3% 26 △9.7% △9.7% 

財政局 84  △3.3% 86 ＋3.0% ＋3.8% 

市民経済局 （H28） 26  △1.3% 27 ＋2.0% ＋2.0% 

観光文化交流局 （H28） 28 ＋0.9% 28 △1.5% △1.5% 

環境局 59  ＋86.8% 117 ＋96.5% ＋232.7% 

健康福祉局 173   ＋17.0% 205 ＋18.6% △4.6% 

子ども青少年局 67  △34.1% 63 △6.0% ＋7.0% 

住宅都市局 （H28） 33   △4.2% 33 ＋1.4% ＋1.4% 

緑政土木局 38  △4.5% 30 △20.5% △9.2% 

市会事務局 64  ＋40.2% 94 ＋46.5% ＋2.0% 

監査事務局 1  ＋10.8% 1 △1.0% △14.5% 

人事委員会 3  △20.7% 3 △8.4% ＋5.6% 

選挙管理委員会 2  ＋6.9% 3 ＋42.0% △22.6% 

教育委員会 49  △5.2% 82 ＋66.5% ＋9.5% 

消防局 （H27） 62  ＋1.1% 60 △2.8% △5.8% 
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病院局 42  ＋7.2% 49 ＋16.7% ＋4.4% 

上下水道局 80  △2.7% 81 ＋0.7% △2.3% 

交通局 56  ＋16.2% 69 ＋22.1% △25.9% 

千種区       11   △3.2% 10 △13.4% △12.3% 

東区     7  △15.8% 7 ＋4.9% ＋38.1% 

北区 13  △15.0% 12 △10.5% ＋3.8% 

西区 8  △3.5% 10 ＋15.4% ＋1.5% 

中村区 12  △26.8% 11 △10.8% △1.5% 

中区 10  △22.0% 11 ＋7.8% ＋49.5% 

昭和区 9  △28.9% 6 △33.3% ＋3.8% 

瑞穂区 6   ＋26.0% 6 ＋5.4% △23.7% 

熱田区 6  ＋24.5% 7 ＋25.1% △7.2% 

中川区 11   △4.8% 13 ＋13.9% ＋4.5% 

港区 6  ＋42.8% 9 ＋46.9% △7.8% 

南区 9  ＋8.9% 10 ＋16.5% △2.3% 

守山区 12  △15.9% 10 △13.4% △15.9% 

緑区 7  ＋32.3% 12 ＋85.5% ＋21.5% 

名東区 8  ＋28.5% 8 ＋9.4% △21.7% 

天白区 6  △3.2% 8 ＋42.0% ＋3.1% 

区 141  △2.4% 151 ＋7.4% 0.0% 

合 計 1,676 t ＋10.4% 1,903 t ＋13.5% ＋1.1% 

※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 

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 29 年 7 月 11 日（水） 

イ 推進研修 

（ア）受講者 

推進員（課長級職員）等 122 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 29 年 7 月 11 日（水）、12 日（木） 

ウ 実施研修 

（ア）受講者 

職員 21,930 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 29 年 8 月～平成 29 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 2,200 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 29 年 4 月～平成 29 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 29 年 10 月 12 日（木）、13 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29年10月から12月にか

けて実施した。（詳細は「平成29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 8課公所において、9件の改善措置の実施又は改善方針の立案がされ

た。前年度に比べて、指導・指摘事項が減っており、各所属において N-EMS マニュア

ルを意識した環境配慮行動が取り組まれていた。一方、優良事項の件数が少なく、所属

ごとの業務特性を踏まえた、より積極的な環境配慮行動の実施が望まれる。 
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また、平成 29 年度も施設の運用管理における法令遵守、及び用紙類使用量削減に向

けた取組を重点項目として監査を行った。各施設においてフロン排出抑制法など適切

に法令遵守がなされていることが確認できた一方で、用紙類使用量については、前年度

より使用量が増加しており、N-EMS を運用開始以降増加傾向が続いている。使用状況

の把握、削減や裏紙利用に努めるなど多くの所属で使用量削減のための行動がなされ

ていたが、指導事項で削減目標について周知徹底されていなかった事例が挙げられる

など、取り組みが不十分と思われる部分もあるため、各職員がより一層の用紙類使用量

削減に努められたい。 

７ その他の取組 

平成29年度は、省エネルギー機器の導入として、地下鉄東山線星ヶ丘駅を始め市施設

へのLED照明を約8,700台導入した。また、太陽光発電設備を8施設に288kW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、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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【参考】環境行動計画の改定 

（１）背景 

第 1章で述べた通り、本市は平成 32 年度を目標年度とした環境行動計画に基づき環境

配慮に取り組んできたが、平成 27 年度以降、日本の新たな温室効果ガス排出量の削減目

標の決定や｢パリ協定｣の採択、日本の温暖化対策を総合的･計画的に推進するための『地

球温暖化対策計画』の決定など､地球温暖化対策を巡る状況に大きな変化があったことか

ら､環境行動計画の計画期間の満了を待たずに見直しを行い、平成 30 年 3 月に環境行動

計画 2030 を策定した。 

（２）目標 

○温室効果ガス排出量 

2030 年度に 2013 年度比 24％削減 

本市の努力による削減         12％ 

電力の排出原単位の改善による削減  12％ 

○最終エネルギー消費量 

2030 年度に 2013 年度比 20％削減 

消費量の削減 11％、売電 9％ 

 （３）主な取組 

・公用車の利用等に関する取組み 

 低炭素・低公害な車の優先使用 

・大気・水環境の保全に関する取組み 

 工事における排出ガス対策型建設機械の使用。低 VOC 塗料の優先使用 

・生物多様性の保全および緑化の推進に関する取組み 

 屋上の緑化などの公共施設の緑化の推進、緑化面積の確保 

・ハード面における省エネに関する取組み 

 設備の設置・更新の際の高効率機器の導入 

 建築物の新築、改築、改修時における省エネ化 

・行動面における省エネに関する取組み 

 エコ・スタイル運動の推進、昼休みの消灯、電力調達時の環境配慮契約の推進 

・市バス・地下鉄事業に関する取組み 

 車両の更新時の省エネ型車両の導入 

・上下水道事業に関する取組み 

 ポンプ（電動機）や変圧器、空調設備等の設備更新時における省エネ型機器の導入 

・ごみ処理事業に関する取組み 

 ごみ処理施設の更新時における、エネルギー効率の高い発電設備の導入 
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表１４ 温室効果ガス排出量・最終エネルギー消費量算定における新旧計画の考え方 

項目 
名古屋市役所環境行動計画

2020 
名古屋市役所環境行動計画

2030 

計画期間 2011（平成23）～2020年度 2018（平成30）～2030年度 

基準年度 2009（平成21）年度 2013（平成25）年度 

対象となる 
事務・事業 

原則として、本市が直接実施
している事務・事業（指定管理
施設等を含む） 

同左 

温室効果 

ガス排出量 

排出係数

調整後排出係数 
電力の排出係数は当該年度

※に公表された、その前年度
の実績に基づく排出係数を使
用（削減努力分については別
途算定） 

※2009（平成21）年度の電力
の排出係数については、
『電気事業者別のCO2排出
係数（２００８年度実績）
（平成21年 12月 28日公
表）』（経済産業省・環境省）
の係数を使用（例：中部電
力（株）0. 424kg-CO2/kWh））

 目標年度（2020年度）の電
力の排出係数については、
中部電力（株）の2010年度
供給計画に基づく試算値
（0. 37kg-CO2/kWh）を使用

実排出係数 
電力の排出係数は当該年度

※に公表された、その前年度
の実績に基づく排出係数（地
球温暖化対策推進法施行令第
3条に基づく電気事業者別排
出係数）を使用 

※2013（平成25）年度の電力
の排出係数については、中
部電力（株） 0.516kg-
CO2/kWhなどを使用 

 目標年度（2030年度）の電
力の排出係数は、国の地球
温暖化対策計画等を踏ま
え、0. 37kg-CO2/kWhを使用

その他 

非化石燃料由来のエネルギー
（廃棄物発電、太陽光発電等）
による売電実績については、
本市の事業活動に伴う温室効
果ガス排出量から差し引き
（相殺）していない 

同左 

最終 

エネルギー 

消費量 

換算係数
電気の使用量を熱量換算する
際の換算係数は、 

0.00997GJ/kWhを使用 

その他 

非化石燃料由来のエネルギー
（廃棄物発電、太陽光発電等）
による売電量については、購
入したエネルギー量から差し
引く 
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第３章 平成 30 年度から平成 32 年度までの目標設定 

１ 目標設定方法 

環境行動計画 2030 に掲げる目標のうち、職員全員が取り組むことができる「最終エネ

ルギー消費量の削減」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する。 

（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≫ 

最終エネルギー消費量：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 「最終エネルギー消費量」の目標 

平成 29 年度の実績と基準年度の実績の比較や、平成 42 年度の目標値を踏まえ、平成

30 年度から平成 32 年度までの目標を以下のとおりとした。 

表１５ 「最終エネルギー消費量」の事務・事業全体の目標    （単位：千 GJ） 

平成 25 年度実績 

（基準年度） 

平成 42 年度 

目標 

目 標 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

9,099 △20% △3.0% △4.0% △6.6% 

※ 実績値は、購入したエネルギー量から販売した廃棄物発電量及び太陽光発電量等を

差し引いた値である。 

表１６ 「最終エネルギー消費量」の目標の局区室別内訳    （単位：GJ）

区 分 
平成 25 年度実績

（基準年度） 

目 標 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

防災危機管理局 2,867  △13.8% △15.1% △16.4% 

市長室 93  △69.5% △69.5% △69.6% 

総務局 158,334  △5.3% △6.2% △7.0% 

財政局 9,489  △8.7% △10.2% △11.7% 

市民経済局 371,314  △7.5% △9.1% △10.8% 

観光文化交流局 317,952  △0.7% △1.7% △2.7% 

環境局 △256,899  △6.1% △6.2% △74.5% 

健康福祉局 319,078  ＋12.7% ＋8.4% ＋4.3% 

子ども青少年局 116,820  △15.9% △17.8% △19.0% 

住宅都市局  168,967  △10.2% △10.7% △11.2% 
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緑政土木局 215,440  △8.4% △10.0% △11.7% 

市会事務局 93  △47.7% △49.8% △51.8% 

教育委員会 1,261,949  ＋5.2% ＋3.1% ＋2.1% 

消防局 89,768  △5.0% △7.0% △9.0% 

病院局 365,689  △4.6% △5.5% △6.5% 

上下水道局 2,673,223  △4.1% △4.1% △4.1% 

交通局 3,055,954  △3.0% △4.0% △4.1% 

千種区   12,786  △21.8% △24.0% △24.0% 

東区      9,156  △24.6% △25.0% △25.3% 

北区     15,757  △25.5% △25.5% △25.6% 

西区     17,402  △15.2% △16.2% △17.2% 

中村区    13,484  △19.2% △20.0% △20.8% 

中区    18,648  △21.4% △16.7% △19.0% 

昭和区   15,608  △30.0% △30.7% △31.4% 

瑞穂区   12,263  △23.2% △25.0% △26.8% 

熱田区   13,127  △24.7% △26.8% △28.9% 

中川区    15,178  △8.4% △11.0% △13.4% 

港区   14,116  △15.5% △19.7% △23.7% 

南区    16,102  △19.2% △21.1% △23.0% 

守山区    13,983  △13.2% △14.5% △15.8% 

緑区    16,474  △16.5% △18.1% △19.7% 

名東区    11,661  △25.1% △26.6% △28.0% 

天白区 13,411  △17.3% △18.1% △18.9% 

※１ 実績値は、購入したエネルギー量から、廃棄物発電及び太陽光発電等により売

電した分のエネルギー量を差し引いている。環境局の実績値は、売電によるエネ

ルギー量が消費量を上回るためマイナス表記となる。 

３ 「用紙類使用量の削減」の目標 

平成 42 年度までに事務・事業全体で△5％とすることを目標としている。平成 29 年度

の実績と基準年度の実績の比較や、平成 42 年度の目標値を踏まえ、平成 30 年度から平

成 32 年度までの目標を以下のとおりとした。 

表１７ 「用紙類使用量の削減」の目標                （単位:t） 

区 分 
平成 28 年度実績

（基準年度）

平成 42

年度目標 

目 標 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

事務・事業全体 1,881  △5% △1.8% △1.3% △0.6% 



- 27 - 

表１８ 「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 28 年度実績

（基準年度） 

目 標 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

会計室 4  △0.7% △1.1% △1.4% 

防災危機管理局 51  △74.2% △75.3% △76.8% 

市長室 674  ＋1.9% ＋4.2% ＋7.6% 

総務局 29  ＋3.9% ＋40.5% ＋39.9% 

財政局 83  ＋2.3% ＋0.3% △1.4% 

市民経済局 26  ＋1.5% ＋0.9% ＋0.3% 

観光文化交流局 28  △2.5% △3.4% △5.4% 

環境局 35  ＋29.0% ＋26.2% ＋23.4% 

健康福祉局 215  △4.8% △4.9% △5.0% 

子ども青少年局 59  ＋5.5% ＋2.5% △0.7% 

住宅都市局 33  △4.1% △7.0% △4.9% 

緑政土木局 33  △9.2% △9.2% △9.2% 

市会事務局 92  ＋1.5% ＋1.0% ＋0.4% 

監査事務局 1  △0.5% △0.5% △0.5% 

人事委員会 3  ＋3.0% ＋0.5% △1.9% 

選挙管理委員会 4  △26.8% △21.0% △36.1% 

教育委員会 75  ＋10.0% ＋8.9% ＋8.2% 

消防局 64  △6.6% △7.3% △8.0% 

病院局 47  △0.1% △1.1% △1.1% 

上下水道局 83  △3.9% △4.0% △4.1% 

交通局 92  △6.7% △11.7% △11.6% 

千種区       11  △12.7% △13.0% △13.4% 

東区     5  ＋10.5% ＋9.4% ＋8.3% 

北区 11  ＋2.0% ＋0.3% △1.4% 

西区 10  △0.4% ＋0.3% △1.3% 

中村区 11  △1.6% △1.7% △1.8% 

中区 7  ＋25.0% ＋23.0% ＋16.8% 

昭和区 6  ＋2.0% ＋0.3% △1.4% 

瑞穂区 8  △24.5% △25.2% △25.9% 

熱田区 8  △7.2% △7.2% △7.2% 

中川区 12  ＋2.1% △0.2% △2.5% 

港区 10  △9.6% △11.4% △13.2% 

南区 11  △8.8% △9.1% △9.4% 

守山区 12  △16.9% △17.9% △18.9% 

緑区 10  ＋16.0% ＋13.7% ＋11.4% 

名東区 11  △22.4% △23.2% △24.0% 

天白区 8  ＋1.1% △0.9% △2.9% 
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第４章 今後の方向性 

平成 29 年度は、エネルギー使用量が減少したものの、焼却ごみに含まれるプラスチック

量が増加したため、前年度と比較して温室効果ガス排出量が増加した。 

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などを踏まえて策

定した「環境行動計画 2030」では、最終エネルギー消費量を平成 25 年度比で 20%削減とい

う高い目標を掲げている。 

これらの目標達成のため、省エネルギー機器や LED 照明の導入に加え、市有建築物の省

エネ化にも注力していく。その他、引き続き、研修の充実、イントラネット等を活用した

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、残部量

（廃棄量）を踏まえて、広報方法や作成部数の見直し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うほか、一人ひとりがこれまで

の習慣を見直し、紙削減に対する意識を徹底し、日々の取組の積み重ねにより削減につな

げていく。 


