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名古屋市環境局

生物多様性条約事務局が、生物多様性を知るきっかけのために呼びかけている植樹等の活動で、
国連が定める「国際生物多様性の日」（5月22日）の午前10時に植樹などの活動を行うことで、緑
が地球上の東から西へ波のように広がっていく様子を、グリーンウェイブと表現しています。

名古屋市が「『グリーンウェイブ』オフィシャル・パートナー」
に任命されました

グリーンウェイブとは

グリーンウェイブの活性化に特に貢献する団体等を「オフィシャル・パートナー」に任命し、国
連生物多様性の10 年の最終年である2020 年に向けて、「グリーンウェイブ」活動を強化する

名古屋市は「グリーンウェイブ」への登録を広く呼びかけ、活動登録を一定数以上集約するなど
「登録促進」に寄与する取組を行います。

オフィシャルパートナーの概要



名古屋市環境局

○ 期間：令和２年３月１日～６月１５日

○ 対象となる取り組み
① 植樹活動
② 森林や樹木等の保全、手入れ（植樹した樹木への水やり、里山の管理等）
③ 森林や樹木等とふれあう活動（イベント等）

「グリーンウェイブ２０２０」の取り組みへの参加

グリーンウェイブ２０２０について

・グリーンウェイブ２０２０のウェブサイト（http://greenwave.undb.jp/）で活動内容を直接登録する

・名古屋市環境局にメールで活動内容を報告する

参加方法

皆さんが行っている植樹等の活動をグリーンウェイブ２０２０に登録しませんが？

グリーンウェイブのウェブサイトに企業名・取り組みの内容が掲載されます

参加すると・・・

名古屋市環境局環境企画課 ☎：052-972-2698 e-mail：a2662-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp



名古屋市の地球温暖化対策計画

2050（年）2010 2020 2030 …

「低炭素都市2050なごや戦略」（2009年策定）長期戦略

「低炭素都市なごや
戦略実行計画」
（2011年12月策定）

「低炭素都市なごや戦略
第2次実行計画」
（2018年3月策定）

【温室効果ガス排出量の削減目標】
2050年 8割削減（1990年度比）

2030年度
27%削減（2013年度比）

2020年度
25%削減（1990年度比）

改定

実行計画
長期戦略の
処方箋



低炭素都市なごや戦略
第2次実行計画

 「パリ協定」の採択や日本の温室効果ガス排出量
の新たな目標設定を受け、2018年3月に改定

 2030年度の目標を設定（2013年度比）

温室効果ガス排出量 27%削減

最終エネルギー消費量 14%削減

 地球温暖化対策及び気候変動に対する適応策に
ついて記載

実行計画



名古屋市環境局

低炭素都市なごや戦略第２次実行計画

温室効果ガスの削減目標
・目標年度：２０３０年度 削減率：▲２７％削減（２０１３年度比）

（主な取組内容）

（１）「家庭」「オフィス・店舗等」からの排出削減（目標：温室効果ガス
排出量△４０％）

【家庭向け】

・低炭素な住宅の創設（ＺＥＨ補助金の創設）

【オフィス・店舗等向け】

・大規模事業所の取組に対する指導・評価の拡充

・中小事業所の環境配慮の促進（省エネ相談窓口の創設）

（２）再生可能エネルギーの導入促進

（３）水素の利活用の水深
（４）「適応策」の策定
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名古屋市の温室効果ガス排出量



低炭素モデル地区の形成

市内各所での開発事業を低炭素なものへと誘導するため、低炭素なまちと暮らしの姿を市民・事業者に
具体的に示すモデル（平成26年に2地区を認定）

錦二丁目低炭素地区まちづくりプロジェクト
（中区錦）

みなとアクルス開発事業（港区港明）

再開発に合わせて、商業施設や集合住宅、エネ
ルギー施設など多様な都市機能の集約を図るととも
に、電気・熱・情報のネットワークを備えた地域エネ
ルギーマネジメントシステムの構築による低炭素まち
づくりを進めている。

既成市街地の更新に合わせて、低炭素地区会
議や都市の木質化プロジェクト、自然エネルギー
利活用プロジェクトなどの組織を立ち上げるなど、
まちづくり協議会を中心とした低炭素まちづくりを進
めている。

間伐材を使用した木製ベンチ
（都市の木質化プロジェクト）みなとアクルスのエネルギー供給図



（参考）錦二丁目地区
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（参考）錦二丁目地区
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錦二丁目まちづくり協議会
まちづくりの計画・マネジメント

錦二丁目エリアマネジメント株式会社
まちづくり事業の実施

●グリーン・ビルディング推進
プロジェクト
人と環境にやさしい建築の推進

• パイロット・プロジェクトの実現
•環境認証評価制度の活用推進
•建築デザイン・ガイドラインの策定
•建築デザイン・レビュー制度の導入

低炭素地区まちづくりプロジェクト
計画マネジメント支援チーム

●都市の木質化・プロジェクト
木質化事業の企画・実施

•建築の価値を高める
木質化空間づくり
•公共空間の木質化効果
の拡大
•木に親しむ文化交流を
育む
•都市の木質化の社会的
推進への寄与

●自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利活用プロジェクト
自然エネルギー利活用及びエネル
ギーマネジメント
•自然エネルギー利活用のシンボルづ
くり
• （既設ビルの低炭素化、省エネル
ギー化）
•新電力を地域に取り込む

●公共空間デザイン・プロジェクト
道路空間再整備の企画・調整

•長者町通り交差点部分の狭窄化
•他の通りの検討
や本格的な歩
道拡幅に向け
た検討



名古屋市環境局

住宅の低炭素化促進補助制度（令和２年度）

＊住宅の低炭素化を促進するため、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）、太陽光発電設備、蓄電システム、HEMS、家庭用燃料電
池システム（エネファーム）の導入に対して補助を実施していま
す。

令和２年４月２０日
から受付しています！



名古屋市環境局

住宅の低炭素化促進補助制度（令和２年度）

太陽光発電設備設置補助

補助件数 補助金額

710件程度

・築10年超の戸建住宅
（30,000円/kW・上限5kW）
・築10年以下の戸建住宅
（20,000円/kW・上限5kW）
・集合住宅
（25,000円/kW・上限9.99kW）

【補助の対象】 以下の要件をすべて満たす必要があります
・市内の既存住宅（集合住宅も可）に新たに設置すること
・太陽電池モジュールは既存住宅の屋根に設置すること
・太陽光発電設備による電気を設置した住宅で消費すること
・太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のい
ずれかが１０kW未満であること
・未使用品であること
・申請者が個人の場合は名古屋市民であること。法人の場合は、
本店又は主たる事務所が名古屋市内にあること



名古屋市環境局

住宅の低炭素化促進補助制度（令２元年度）

名古屋市ソーラーパワー診断マップ
太陽光発電設備や太陽熱利用設備を設置する際の目安になるよ

うに、設置可能な設備容量、発電量、ＣＯ２削減量などを推定、

地図上に表示するウェブサイトです。ぜひ、ご活用ください！

https://www.sonicweb-asp.jp/nagoya_solar_map/



名古屋市環境局

住宅の低炭素化促進補助制度（令和２年度）

ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
 ZEH（ゼッチ）はネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で、住宅の高断熱化と
高効率設備により、省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを
創ることで、１年間で消費する住宅のエネルギー量が正味（ネット）で概ねゼロ
以下となる住宅です。

補助件数 補助金額

１２０件 １件あたり２０万円

資源エネルギー庁ホームページより

【補助の対象】 以下の要件をすべて満たす必
要があります
・名古屋市内に戸建のＺＥＨを建築、又は新築
のＺＥＨを購入すること
・令和２年度に国が実施するＺＥＨ補助の交付
を受ける住宅であること
・申請者が個人の場合は、補助対象住宅を住
居として使用すること
法人の場合は補助対象となる住宅の所在地
を本店又は主たる事務所とすること。



名古屋市環境局

住宅の低炭素化促進補助制度（令和２年度）

蓄電システム

補助件数 補助金額

３００件程度
１kWhあたり１.５万円

（上限6kWh）

【補助の対象】以下の要件をすべて満たす必要があります
・市の補助対象となるＺＥＨ又は太陽光発電設備と同時に
設置すること、又は既存の太陽光発電設備設置すること

・太陽光発電設備で発電された電力の全部又は一部を蓄電
システムに充電し、充電した電力を当該住宅で消費する
ことが可能であること

・国の補助事業における補助対象機器として、一般社団法
人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）により登録されてい
るもの。

・未使用品であること。リース品は対象外



名古屋市環境局

住宅の低炭素化促進補助制度（令和２年度）

ＨＥＭＳ(ホーム・エメルギー・マネジメント・システム)

補助件数 補助金額

１００件 １件あたり１万円

【補助の対象】以下の要件をすべて満たす必要があります
・市の補助対象となる太陽光発電設備及び蓄電システムと
同時に設置すること

・愛知県が実施する愛知県住宅用温暖化対策設備導入促進
補助金の補助対象機器であること

・未使用品であること。リース品は対象外



名古屋市環境局

住宅の低炭素化促進補助制度（令和２年度）

エネファーム

補助件数 補助金額

６００件 １件あたり２万５千円

【補助対象システム】以下の要件を満たす必要があります
・一般社団法人燃料電池普及促進協会による燃料電池の利
用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金の
補助対象として指定されているもの

・未使用品のもの。移設されたものは対象外。
【補助対象者】以下の要件を満たす必要があります
・市内の住宅（集合住宅も可）に新たに補助対象システム
を設置すること。又は補助対象システムが設置された市
内の新築住宅（集合住宅も可）を購入すること

・個人の場合、名古屋市民であること。法人の場合、本店
又は主たる事務所が名古屋市内であること。



部門 オフィス・店舗等 工場・その他 業務用車

大規模

中規模

小規模

名古屋市環境局

名古屋市の事業者向け施策

環境に
やさしい
自動車利用
普及啓発

地球温暖化対策計画書制度

省エネ
訪問相談

エコ事業所
認定制度

省エネ
訪問相談



 趣旨
・温室効果ガスの排出量が多い事業所の、

自主的な地球温暖化対策を促進

 対象
・燃料、熱・電気の合計使用量が、原油換算で

８００ｋｌ/年度以上となる事業所（①４２３事業所）
※市の事業者由来排出量の約４割に相当

 内容
・温暖化対策計画書の提出（１回/３年）
・実施状況報告書の提出（毎年度）

・「省エネルギー指導員」（技術士または、

エネルギー管理士有資格者）が

訪問し、省エネに関するアドバイスを実施

名古屋市環境局

地球温暖化対策計画書制度



地球温暖化対策計画書制度の仕組み

地球温暖化対策事業者

計画書の作成・公表計
画
期
間
（３
年
間
）

実施状況書の作成・公表
（３年度目分）

実施状況書の作成
・公表（２年度目分）

対
策
の
実
施

１年度目

２年度目

３年度目

計画期間終了の翌年度

実施状況書の作成
・公表（１年度目分）

市長

計画書の公表

実施状況書の公表

実施状況書の公表

実施状況書の公表

地球温暖化対策指針

届出

報告

報告

報告

取組を促進するために必要な指導・助言

７月末日まで

７月末日まで

７月末日まで

７月末日まで

計画書の届出、実施状況書の報告、計画書及び実施状況を公表しない場合は、市長による勧告を実施
し、勧告に従わない場合、氏名等を公表する。



 中規模事業所向け（延床面積１，０００㎡以上）、小規模向け
・廃棄物の排出指導に併せて、「事業者環境推進員」が

省エネ対策について訪問アドバイス（約２,０００事業所）
・エネルギー管理士、技術士資格を有する 「省エネルギー指導員」

による省エネ相談も利用可能。

・中小事業者向け省エネ相談窓口事業の開始（Ｈ３０～）

名古屋市環境局

省エネに関する相談・アドバイス



・環境に配慮した取組を自主的・積極的に

実施している事業所を、市が認定

・事業所の規模や形態は不問

・一定の条件を満たせば、どんな事業所でも取組可能

名古屋市環境局

エコ事業所認定制度

エコ事業所になると・・・

 認定証・認定プレートが交付されます！
 ロゴマークを名刺や印刷物に
使用できます！

 入札・契約の優遇があります！

2,４３４事業所(元年度末)がエコ事業所に!



 優良エコ事業所（２０１２年４月開始）
・エコ事業所を上回る基準を満たしていること。

（エコ事業所：６点＜優良エコ事業所：１５点）

・温室効果ガスの排出量が低下していること。

（任意で設定した基準年度比）

・環境の取組をまとめたレポートを提出・公表すること。

・地域貢献型特定社債保証制度の保証料率が割引に。

名古屋市環境局

エコ事業所のステップアップ

優良エコ事業所
取組を情報発信！



 特に優秀で模範となる事業所を
「環境デーなごや」で

市長から表彰しています！
・対象：優良エコ事業所

【２０１９年度表彰事業所】

名古屋市環境局

エコ事業所優秀賞の表彰

株式会社マルワ



名古屋市環境局

参考事例のご紹介

事業所における省エネ対策事例集
（２０１３年３月）

環境負荷ゼロを目指す環境配慮事例集
（２０１９年２月）

名古屋市公式ウェブサイトでご覧いただけます



 対象事業者
・市内の中小企業者・中小企業団体

 対象事業
・公害防止対策（公害防止設備の設置、石綿の除去 等）

・省エネ（LED照明への入替、省エネ型生産設備への入替 等）

・エコカー（ハイブリッドカー、電気自動車の購入 等）

 融資条件
・融資期間７年間、金利１．３％、(5,000万円超は１．５％)

・市の利子補助あり

名古屋市環境局

名古屋市環境保全・省エネルギー設備
資金融資制度

・中小企業の環境保全資金を長期・低金利で融資

・支払った利子に対し市が補助



＊対象事業者

・市内の中小企業事業者、幼稚園・保育園、福祉施設など

＊補助金額

・１台当たり１０～５０万円（２台まで）

＊受付期間

・令和３年３月１日まで（先着順・予算がなくなり次第終了）

※補助を受けるための詳しい要件等は事前にご相談ください。

名古屋市環境局

最新規制適合自動車代替促進事業補助金

・大気環境の改善を図るため、トラック・バスの買い替えを補助



 湧水を活用したヒートアイランド現象緩和の実証
実験

 名古屋打ち水大作戦の実施
 ミストの設置
 緑のカーテン事業

通常
舗装(C)

保水性ブロッ
ク舗装(B)

60.7℃

37.6℃

↓ 実証実験の効果

→
名古屋打ち水大作戦の様子

→
環境デーなごや
で設置された
ミストの設備

ヒートアイランド対策



 前年度のなゴーヤ隊員から寄附された種を翌年度
の隊員に配布し、緑のカーテンを作ってもらう取組

 種を循環し、持続可能な緑のカーテン事業を目指
す

 緑のカーテンから採れた種子を寄付いただき、
届いた種の個数を競うイベントを実施

種は翌年の参加者に配布
優勝者の写真→

なゴーヤ三兄弟

準優勝のカーテン写真↓

緑のカーテンづくり「なゴーヤ隊」



名古屋市環境局

お問い合わせ

住宅の低炭素化促進補助制度に
関することは･･･

名古屋市環境局
低炭素都市推進課

（再生可能エネルギー担当）

ＴＥＬ：０５２－９７２－２６９６
ＦＡＸ：０５２－９７２－４１３４
saiene@kankyokyoku.

city.nagoya.lg.jp

地球温暖化対策計画書・

省エネ相談・エコ事業所に
関することは･･･

名古屋市環境局
低炭素都市推進課

ＴＥＬ：０５２－９７２－２６９３
ＦＡＸ：０５２－９７２－４１３４

eco-nagoya@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp



名古屋市環境局

お問い合わせ

設備資金融資に
関することは･･･

名古屋市環境局
大気環境対策課

ＴＥＬ：０５２－９７２－２６７４
ＦＡＸ：０５２－９７２－４１５５
a2674@kankyokyoku.

city.nagoya.lg.jp

最新規制適合自動車
代替促進事業補助金に
関することは･･･

名古屋市環境局
大気環境対策課

ＴＥＬ：０５２－９７２－２６８２
ＦＡＸ：０５２－９７２－４１５５
a2682@kankyokyoku.

city.nagoya.lg.jp


