はじめに
北名古屋市は、濃尾平野の肥よくな土地に恵まれ、市内を
新川、五条川、合瀬川などの河川が流れており、豊かな自然
の恵みを享受しながら、伝統と文化を育み、発展してきまし
た。また、本市は、「健康」、「快適」、「自立」の基本理念に
基づき、市民が快適な生活環境の中で心も体も健康でいきい
きと毎日を過ごし、生きがいに満ちた幸せな暮らしを送るこ
とができるまちづくりを進めています。私たちはこのかけが
えのない環境を、未来を担う将来の世代のためにも守り育て
ていかなければいけません。
しかし、私たちの生活の多様化や社会経済活動の拡大によって、大量の資源やエネルギー
を消費し、環境への負荷を増大させることとなりました。今後、ますます複雑・多様化する
環境問題に対応するためには、環境負荷の少ない持続可能な社会づくりと、一人ひとりが環
境問題について考え、日常生活や事業活動など様々な場面で、環境に配慮した行動をしてい
かなければいけません。
本市は、これらの背景を踏まえ、この恵み豊かな環境を将来の世代に引き継いでいくため
に、平成 21 年 3 月に北名古屋市環境基本条例を施行しました。この条例に基づき、このたび
北名古屋市環境基本計画を策定しました。
本計画は、市、市民、市民団体及び事業者がそれぞれの役割を担い、協働しながら、良好
な環境を保全し、創造していくことを目指して、市の具体的な施策、市民、事業者の取り組
みや数値目標などを掲げ、各主体が環境に配慮した取り組みを進める際の目安としてわかり
やすいものになるように努めています。
今後は、本計画に基づき、北名古屋市のまちづくりを環境面から推進し、本計画の望まし
い将来像である「環境共生都市～健康で快適なまちをつくろう～」の実現に努めてまいりま
すので、どうぞ皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
最後になりましたが、本計画を策定するにあたり、ご意見、ご提言をいただきました北名
古屋市環境審議会委員の皆様をはじめ、アンケート調査などにご協力いただいた関係機関・
市民・市民団体、そして事業者の皆様に、心より厚くお礼を申し上げます。

平成 23 年 3 月
北名古屋市長

長 瀬

保
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用語解説について
「＊」がついている語句は参考資料の用語解説（P.109～）で解説しています。
ただし、同じ用語が複数回記載されている場合は、最初の用語にのみ「＊」を付け
ています。

第１章 計画策定にあたって
第１節 計画策定 の背景
私たちのまち北名古屋市は、濃尾平野の肥よくな土地に恵まれ、市内を新川、五条川、
合瀬川などの河川が流れており、豊かな自然の恵みに支えられながら発展してきました。
しかしながら、名古屋大都市圏の発展とともに人口が急増し、都市化の進展は、農地、
自然などを減少させ、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちの暮ら
しに便利さや物質的な豊かさをもたらす一方で、環境への負荷を著しく増やしてきました。
高度経済成長期に発生したかつての公害問題などは、個別の規制や対策によって問題を解
決できましたが、最近の地球温暖化などに代表される地球環境問題は、個別の規制や各国、
各地域の取り組みだけでは問題解決は困難であり、地球の存続・人間の生命を脅かす問題
となっています。
このような環境問題の多くが、市民一人ひとりの日常生活及び事業者の事業活動に起因
していることを、私たちは改めて認識しなければなりません。その上で、市民一人ひとり
がわがまちを愛し、ふるさとを慈しむ心を醸成し、市、市民、市民団体及び事業者が協働
して、良好な環境を保全し、創造していくとともに、この恵み豊かな環境を将来の世代に
引き継いでいかなければならないのです。
これらの社会的背景を基に「環境基本法」では、第 36 条に施策の計画的推進の実施が規
定されており、本市においても、地域に即した「環境基本計画」の策定を行うものです。
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第２節 計画の目 的
本計画は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するためのものです。
「北
名古屋市環境基本条例」に示された基本理念を実現するとともに、上位計画である「北名
古屋市総合計画」に示された市の将来都市像『「健康快適都市」～誰もが安全・安心に暮ら
せるまち～』
（平成 20 年度～平成 29 年度）を環境の面から実現するものです。
本計画は、市、市民、市民団体及び事業者の連携のもと、それぞれが果たすべき役割を
明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する取り組みを定めることにより、現在
及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保します。
また、本計画と国や県の上位計画、
「北名古屋市総合計画」
、「北名古屋市環境基本条例」
などとの関連は、以下のとおりです。

北名古屋市総合計画
環境関係施策の連携・整合

国
環境基本法
環境基本計画

北名古屋市
環境基本計画
整合

理念の実現

北名古屋市環境基本条例

・都市計画マスタープラン
・緑の基本計画
・一般廃棄物処理基本計画
・食育推進計画

県
愛知県環境基本条例
愛知県環境基本計画

第３節 計画の期 間
本計画の対象期間は、平成 23 年度（2011 年度）から平成 32 年度（2020 年度）までの
10 年間とします。

目 標 年 度 ：平 成 32 年 度 （2020 年 度 ）

なお、毎年度の事業実績や検証結果を基に、中間年度である平成 27 年度（2015 年度）
に計画の点検・評価を行い、必要に応じて見直しを行います。
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第４節 計画の対 象範囲
本計画で対象とする環境は、ごみ問題などの日常の身近な問題から、地球温暖化などの
地球規模の問題まで幅広い分野に対応するため、生活環境、都市環境、自然環境、歴史的・
文化的環境、地球環境とします。
本計画の対象区域は、本市の行政区域全体とします。

第５節 計画の構 成
本計画の構成は、以下のとおりとします。

北名古屋市環境基本条例
北名古屋市環境基本計画
将来像

次世代に向けた北名古屋市の望ましい将来像

環境像

北名古屋市の目指すべき環境像

基本施策

目指すべき環境像の実現に向けた施策

取り組み

基本施策を達成していくための取り組み

重点施策

特に優先的に取り組むべき施策
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第２章 地域の概要と特性
第１節 北名古屋 市の概要
１．市の自然的・社会的概要
本市は、市域面積 18.37km2、人口 81,406 人（平成 22 年 4 月 1 日現在）であり、愛知
県西北部に位置しています。
自然的条件は、濃尾平野のほぼ中央に位置しており、海抜 4～8m 前後の概ね平坦な沖
積地です。名古屋市近郊にありながら、農地が市域の約 3 割を占めており、都市と農村
という 2 つの景観が共存しています。市域内には、新川、五条川、合瀬川などの河川が
流れ、潤い豊かな田園風景を形成しています。
社会的条件は、南は名古屋市に接しており、名古屋市の都心部から 10km 圏内に位置
しています。中央部を南北に名鉄犬山線が通っており、名古屋市営地下鉄と相互乗り入
れしているため、名古屋市都心へのアクセスが極めて容易となっています。また、西部
に国道 22 号線が走り、近隣に国道 41 号線、国道 302 号線、名神高速道路、名古屋高速
11 号小牧線、東名阪自動車道が通っており、さらに国道 22 号線上には名古屋高速 16 号
一宮線が新たに建設され、名古屋飛行場へも近く、広域的にみても交通利便性の高い地
域となっています。
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２．市の歴史・沿革
明治初期には西春日井郡に属していた 20 あまりの村から、明治 39 年（1906 年）に師
勝村及び西春村が誕生しました。その後、大正元年（1912 年）に名鉄犬山線が開通し、
昭和 30 年代後半からは、名古屋都市圏の拡大とともに、急速に人口が増加しました。そ
して、町制施行により昭和 36 年（1961 年）に師勝町、昭和 38 年（1963 年）には西春町
となり、平成 18 年（2006 年）3 月に師勝町、西春町が合併し、北名古屋市が誕生しまし
た。

〔本市の位置図〕
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第２節 北名古屋 市の地域 特性
１．豊かな自然環境
本市は、新川、五条川、合瀬川などの多くの河川が流れており、その周辺に水田など
の農耕地が広がっており、豊かな自然を有しています。特に、合瀬川に 300 本近く、五
条川、水場川にも、多くの桜が植えられており、春には河川沿いの桜並木が市民にやす
らぎと潤いを与えています。また、高田寺や白山社、熊野神社など市内各所に点在する
社寺林が、市民に身近な緑を感じさせてくれます。

２．産業
本市の農業は、濃尾平野のほぼ中央に位置しており、平坦な沖積地であることから、
古くから稲作を中心とした農村地域として発展してきました。また、名古屋市近郊にあ
りながら、農地が市域の約 3 割を占めています。近年は稲作のほか、野菜栽培が中心と
なってきており、レジャー農園が市民に利用されています。工業については、高速道路
が市域を囲み、道路状況に恵まれているため、周辺の国道や県道沿いには工場や物流施
設が並んでいます。

３．恵まれた地域資源
本市の東部に位置する高田寺には、国の指定文化財である高田寺本堂、木造薬師如来
坐像、県の指定文化財である木造大黒天立像を有しており、市内や遠方から訪れる方が数多
く見受けられます。また、本市には、神楽太鼓が鳴り響く白山社や、明治の面影を残す旧加
藤家住宅など、他にも指定文化財を有しており、多くの歴史的資源が保存されています。

本市には、名古屋芸術大学があり、彫刻などのあるアートエリアロードの整備や大学
公開講座の開設などを通して、市民が芸術や文化にふれあえる機会を提供しています。
また、健康ドーム、総合体育館、文化勤労会館、図書館、総合福祉センターもえの丘
などの公共施設が充実しており、市民の健康づくりや生涯学習活動を支えています。

４．利便性の高い交通体系
本市の中央部を南北に名鉄犬山線が通っており、名古屋市営地下鉄と相互乗り入れし
ているため、名古屋市都心へのアクセスが極めて容易となっています。また、西部に国
道 22 号線が走り、近隣に国道 41 号線、国道 302 号線、名神高速道路、名古屋高速 11 号
小牧線、東名阪自動車道が通っており、さらに国道 22 号線上には名古屋高速 16 号一宮
線が新たに建設され、名古屋飛行場へも近く、広域的にみても交通利便性の高い地域と
なっています。
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第３章 北名古屋市が目指す姿
第１節 理念と方 針
平成 21 年（2009 年）3 月に、健康で文化的な生活、循環型社会の形成、自然との共生、地球
環境の保全を基本理念とした「北名古屋市環境基本条例」を制定しました。当条例の基本理念
を以下に示します。
この基本理念を実現するため、北名古屋市における環境の保全、創造に関する目標や取り組
みを示し、「北名古屋市環境基本計画」を策定します。

北名古屋市環境基本条例の基本理念
１．環境の保全及び創造は、市民が

２．環境の保全及び創造は、市、市

健康で文化的な生活を営む上で

民、市民団体及び事業者が自らの

欠くことのできない豊かな環境

活動と環境の関わりを認識し、環

の恵みを受け入れるとともに、こ

境に優しい身近な行動を心がけ、

れが次世代に継承されるように

皆の参加のもとに持続的に発展

適切に行われなければならない。

することができる循環型地域社
会が形成されるように行われな
ければならない。

３．環境の保全及び創造は、多様な

４．地球環境の保全は、個々の環境

生物が生息することができる生

への負荷の集積が現在の地球環

態系及び自然環境が、広域的な広

境問題を引き起こしているとい

がりの中で守り育てられるとと

うことを踏まえ、常に北名古屋市

もに、身近な自然及び生物を大切

民であるとともに、地球市民であ

にする心を養い、自然とのふれあ

るという意識を持って、すべての

いを深め、人と自然との共生が実

事業活動及び日常生活において

現されるように行われなければ

環境に優しい行動が積極的に推

ならない。

進されなければならない。

-7-

第２節 将来像
市、市民、市民団体及び事業者が一体となり、本市の環境の保全や創造に取り組むため
に、目指すべき本市の将来の環境イメージ像を描き、共有することが重要です。そこで、
本計画では「北名古屋市環境基本条例」の基本理念に基づき、次世代に向けた本市の将来
像を設定します。

環 境 共 生 都 市
～健 康 で快 適 なまちをつくろう～

環境共生都市
近年のごみ問題や地球環境問題は、すべての人が原因者となりうる問題です。私たちの
暮らす本市の良好な環境を保持し創造していくために、市、市民、市民団体及び事業者が
それぞれの役割分担のもとに一体となり、共に取り組んでいく必要があります。

健康で快適なまちをつくろう
「健康」とは、心、体、まちの健康づくりを推進し、子どもから高齢者まですべての市
民が生涯健康でいきいきと暮らせるまち、
「快適」とは、利便性と安全・安心を兼ね備えた
質の高い生活環境を創出し、誰もが快適に暮らせるまちを示しており、本市総合計画の将
来都市像である「健康快適都市」に由来しています。

これまで私たち人間は、経済活動を重視し、物の豊かさを享受してきました。その代償
として環境負荷が増大したため、様々な公害が引き起こされ、地球環境のバランスは崩れ、
自然の力だけでは回復できない状況におちいってしまいました。このままでは、将来を担
う子どもたちは、私たちが崩してしまった環境の中で、生きていかなければいけません。
私たちが、そして、次世代が、健康で快適な暮らしを続けるためには、
「環境」の価値を
市、市民、市民団体及び事業者が共有し、一体となって、社会経済システムから日々の生
活まですべてにわたって環境配慮を織り込んだまちをつくっていく必要があります。
本計画では、本市の環境を良好な状態で保全し創造していくために、
「環境共生都市

～

健康で快適なまちをつくろう～」を将来像として掲げ、次世代に誇りを持って引き継げる
ような健康で快適なまちの形成を目指します。
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第３節 環境像
目標とする将来像を実現するために、「北名古屋市環境基本条例」を踏まえ、以下の 5
つの環境像を設定します。それぞれの環境像の達成に向け、総合的・体系的に取り組みを
行っていきます。

環境像

１

健康で安心して
暮らせるまち

環境像

将来像

５

環境像

環境共生都市

次世代に誇れるまち

資源が循環するまち

～健康で快適なまちをつくろう～

環境像

４

環境像

３

身近な自然が保全され、

地球環境に

ゆとりのあるまち

やさしいまち
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２

環境像１

健康で安心して暮らせるまち

人の健康や生活環境への被害が生じるおそれのある公害問題への取り組みは、環境保全
の原点であり、きれいな空気と水、そして、土はすべての生物の生命や健康を支えるため
に、重要な要素です。
しかし、事業活動による大気汚染や水質汚濁、自動車交通の増加に伴う騒音、日常生活
から排出される生活排水による水質汚濁など、様々な公害問題がみられます。そして、従
来の公害物質に加え、有害化学物質などによる新たな環境問題に対しても、適切な配慮を
行う必要があります。
本市は、自らのライフスタイルや事業活動において、環境に配慮
した行動をとり、様々な公害問題を未然に防止することによって、
すべての人が健康で安心して暮らせるまちの形成
を目指します。

環境像２

資源が循環するまち

今日の多くの環境問題は、自然界の許容範囲を超えた資源の消費と、そこから発生する
廃棄物の増加など、私たちの日常生活や事業活動に起因しています。
本市は、これらの問題解決に向け、ライフスタイルを見直し、循環を基調とする経済社
会システムを実現するために取り組んでいく必要があります。3R＊（Reduce＝減らす、Reuse
＝再使用、Recycle＝再生利用・再資源化）と、
廃棄物の適正処理に向けた取り組みを実施し、
資源が循環するまちの形成を目指します。

- 10 -

環境像３

地球環境にやさしいまち

化石燃料の大量消費、モータリゼーションの進行など、人間の活動により、大気中の温
室効果ガスが大幅に増えた結果、熱の放出と保温のバランスが崩れ、地球の温度が上昇し
続けています。このような地球温暖化の影響として、海水面の上昇、生態系の変化、異常
気象、農作物への影響などが一部あらわれ、今後の悪化が懸念されています。
また、人口が集中し、緑地が少なく、保温性が高いコンクリートやアスファルトに覆わ
れている都市部では、温度が周辺部よりも高
くなるヒートアイランド現象が起きています。
本市は、省エネルギーの導入推進によりエ
ネルギー消費量を減らし、新エネルギーの普
及促進を行うとともに、緑化を推進すること
で、地球温暖化やヒートアイランド現象を抑
制し、地球環境にやさしいまちの形成を目指
します。

環境像４

身近な自然が保全され、ゆとりのあるまち

本市は、新川、五条川、合瀬川などの多くの河川に恵まれた水環境、潤い豊かな田園風
景など、身近にふれあうことができる豊かな自然を有しています。本市の身近な自然を次
世代に継承していくためには、社会全体が自然への関心を高め、自然保護に関する自主的
な取り組みを進める必要があります。
また、自然とのふれあいは、健康な生活を維持していく上で不可欠であり、公園や水に
親しめる空間の整備など、ゆとりある住環境の整
備を進める必要があります。
本市は、暮らしに様々な恩恵をもたらしている
貴重な自然環境を保全し、ゆとりのある生活空間
を形成することによって、身近な自然が保全され、
人と自然が共生している、ゆとりのあるまちの形
成を目指します。
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環境像５

次世代に誇れるまち

本市は、多くの歴史的・文化的遺産を保存しており、継承していくとともに、活用して
いくことが重要です。
また、各種の環境問題を解決していくためには、環境学習・環境教育を推進し、環境へ
の負荷が少ない取り組みや事業活動を各主体が自主的に取り組みを行うような仕組みづく
りを行っていく必要があります。
本市は、歴史的・文化的環境を活用し、環境にやさしいライフスタイルを確立するとと
もに、市、市民、市民団体及び事業者が環境との関わりを理解し、相互に情報を共有し、
共に学び合うことで、それぞれの役割分担のもと連携して環境保全に取り組み、次世代に
誇れるまちの形成を目指します。

- 12 -

第４章 目標の達成に向けた取り組みと施策の展開
基本施策ごとのページの構成は以下のようになっています。
基本施策
目指すべき環境像の実現に向けた施策を示しています。

環 境 の現 状
基本施策の内容に関する、
本市や愛知県、日本の環境
の現状について記載してい
ます。

例
例
課 題 の整 理
上記、「環境の現状」を受
けた、本市の課題を整理し
ています。

目 標 とする指 標
基本施策ごとに設けた、環境指標の数値目標です。
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取 り組 み
環境像、基本施策を達成していくための取り組みを示して
います。

取 り組 みの方 向 性
市、市民、市民団体及び事
業者が各主体、または協働
で、取り組むべき方向性を
示しています。

市 の施 策
市が行う施策を示してい
ます。

例

市 民 、市 民 団 体 の行 動
市民、市民団体の行動の指
針となるような取り組みを
示しています。

事 業 者 の行 動
事業者の行動の指針となる
ような取り組みを示してい
ます。
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第 3 章で示した将来像や環境像を実現するために、14 の基本施策、31 の取り組みを設定します。
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第１節 健康で安心して暮らせるまち
基本施策１
大気汚染の防止
基本施策
1 大気汚染の防止
◆現状と課題
（１）環境の現状
■大気調査は、県が調査するものであり、
本市はその調査地点に入っていません。そ
のため、大気調査結果は、本市周辺の結果
を参照にしています。
■平成 21 年度（2009 年度）の二酸化硫黄
（SO2）
、二酸化窒素（NO2）、浮遊粒子状物
質（SPM）の測定値は、環境基準を達成し
ています。一方、平成 21 年度（2009 年度）
の光化学オキシダント（Ox）の 1 時間値の
最高値は 0.1ppm 以上となっており、環境基
準値である 0.06ppm を超えているため、達
成できていません。

※本計画で環境基準達成状況を参考にした、本市周辺
の大気測定局を示しています。
〔本市周辺の大気測定局〕
資料：愛知県「大気汚染調査報告」

（２）課題の整理
■環境基準達成のために、光化学オキシダントの原因物質である窒素酸化物（NOx）や炭
化水素（HC）をさらに削減する必要があります。問題が顕在化していない二酸化硫黄や二
酸化窒素、浮遊粒子状物質などについても、現状を維持するために、工場や自動車などか
らの大気汚染物質の排出削減など、対策を実施していく必要があります。
■本市では、大気調査を実施していないため、本市の大気汚染の現状を把握するために、
定期的な大気調査の実施を県に働きかける必要があります。

◆目標とする指標
環境指標
大気に関する環境基準

現状値

目標値

未調査

全て達成
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◆目標達成に向けた取り組み
みよ
１る大工
ど防
に止
よる大気汚染の防止
取り組み１ 工取
場り
な組
どに
気場
汚な
染の
（１）取り組みの方向性
工場などによる大気汚染物質の排出を削減するために、市は、大気の調査や監視、工場
などに対して啓発を行います。市民、市民団体は、異変を発見したときは、直ちに市へ通
報します。事業者は、市との協定の締結や施設の整備・改善を進めることにより大気汚染
を未然に防止します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・県に働きかけ、大気汚染の常時監視を実施します。また、測定器の更新により精度の確
保を図ります。
・工場などの大気汚染物質発生施設に対し、大気汚染防止の啓発を行います。
・進出企業などと公害防止、環境保全のための協定の締結を検討します。
・樹木などの大気汚染浄化機能を活かした工場敷地内の植栽を促進します。
・大気汚染の発生源となる大規模な事業所について、定期的に立ち入り調査を行うなど、
発生源の監視に努めます。
・粉じんの発生施設に対し、飛散防止計画を作成するように指導します。
・アスベストの飛散防止に関する情報の提供を行います。
・清掃工場などにおいて、ダイオキシン類をはじめとする大気汚染を未然に防止します。
・企業における環境に関する情報の共有を促進します。
・光触媒を利用した大気の浄化など、新しい大気汚染対策の導入を検討します。

■市民、市民団体の行動
・異変を発見したときには、直ちに市へ通報します。
・事業者に対して、地域環境に配慮するように働きかけます。

■事業者の行動
・工場などの大気汚染物質発生施設を適正に管理し、大気汚染を未然に防止します。
・大気汚染を防止する施設の設置や既存設備の改善などの整備を行います。
・公害防止、環境保全を推進するため、市と協定の締結を検討します。
・樹木などの大気汚染浄化機能を活かした工場敷地内の植栽を促進します。
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・粉じんの発生について、飛散防止計画を作成します。
・企業における環境に関する情報の提供を行います。
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取動
り車
組なみ
自大
動気
車汚な
よる大気汚染の防止
取り組み２ 自
ど２
による
染ど
のに
防止
（１）取り組みの方向性
自動車による大気汚染物質の排出削減のため、市は、沿道緑化や公共交通機関、自転車
の利用、エコカー・エコドライブの推進を行います。また、市民、市民団体及び事業者は、
公共交通機関や自転車の積極的な利用とともに、買い替え時におけるエコカーの選択やエ
コドライブを心がけます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・定期的な交通量調査、大気調査の実施を検討します。
・幹線道路において樹木の植栽などの整備を推進します。
・公用車の買い換え時には、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車などの導入を図り
ます。
・公共交通機関や自転車の利用を促進します。
・ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車などの導入、エコドライブの啓発をします。

■市民、市民団体の行動
・公共交通機関や自転車を積極的に利用し、自家用車の使用はできるだけ控えます。
・自家用車などを適正に整備するとともに、買い替え時には環境負荷が少ないハイブリッ
ド車、電気自動車、燃料電池車などを選択します。
・日常生活において自動車を運転する際に、アイドリングストップなどのエコドライブを
心がけます。

■事業者の行動
・従業員の通勤においては、公共交通機関や自転車の利用を促進します。
・保有車両を適正に整備するとともに、買い替え時には環境負荷が少ないハイブリッド車、
電気自動車、燃料電池車などを選択します。
・事業活動において自動車を運転する際に、アイドリングストップなどのエコドライブを
心がけます。
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〔市内道路状況〕
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水質汚濁の防止
基本施策２ 水質汚濁の防止
基本施策２
◆現状と課題
（１）環境の現状
■水の汚れの指標となる BOD（生物化学的酸素要求量）の 75％値をみると、BOD は改善
傾向にあり、新川、五条川、合瀬川で、E 類型の環境基準である 10mg/ℓ以下となっており、
環境基準を達成しています。
(㎎/ℓ)

〔BOD（75％値）〕

12
10
環境基準
合瀬川（十三塚橋）
五条川（稲春橋）
新川（比良新橋）

8
6
4
2
0

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 (年度)
※河川に関する環境基準は、水道、水産などの河川の利用目的に応じて 6 つの類型
に分かれており、新川、五条川は E 類型に指定されています。E 類型の BOD の環
境基準は 10mg/ℓです。合瀬川は指定されていません。

資料：愛知県「公共用水域の調査結果」
〔下水道普及率〕

■本市の下水道は、
「新川流域関連公共下水道」

(％)
100

として、本市と豊山町の 2 市町で構成されてお

80

「新川東
り、九之坪地区と二子地区の境にある、

60

部浄化センター」で汚水の処理をしています。

40

下水道普及率は、平成 19 年度（2007 年度）で

20

19.8％、平成 20 年度（2009 年度）で 20.1％と増
加しています。また、愛知県の下水道普及率は、
平成 20 年度（2009 年度）で 69.0％となってい

65.7 67.5 69.0
61.0 62.5 64.1

19.8 20.1
0

0

0

0

0
H15 H16 H17 H18 H19 H20 (年度)
北名古屋市

愛知県

※下水道普及率
=処理区域内人口／住民基本台帳人口×100

ます。

資料：愛知県「統計年鑑」

※道路に上図のマンホール蓋が設置された場所
は、下水道管が整備されています。
〔新川東部浄化センター〕

〔本市のマンホール〕
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（２）課題の整理
■新川、五条川、合瀬川は、BOD が改善傾向にありますが、さらなる良好な水質を確保す
るために、工場と生活排水を中心とした汚濁負荷削減対策を推進していく必要があります。
■本市の下水道普及率は愛知県と比較すると低く、河川に汚れた水が流出しないように、
今後も計画に沿って下水道の整備を進めていく必要があります。

◆目標とする指標
環境指標

現状値

目標値

下水道普及率

24.2％（H21 年度）

60.0％（H32 年度）

生活排水処理率（水洗化率）※

52.9％（H21 年度）

82％以上（H32 年度）

※生活排水処理率（％）＝水洗化・生活排水処理人口÷計画処理区域内人口×100
生活排水処理率（水洗化率）は、一般廃棄物処理基本計画にて、平成 33 年度の目標値が「85％以上」と設
定されています。

〔下水道整備計画〕
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◆目標達成に向けた取り組み
みよ
３る水工
ど防
に止
よる水質汚濁の防止
取り組み３ 工取
場り
な組
どに
質場
汚な
濁の
（１）取り組みの方向性
工場などからの排水による水質汚濁を防止するために、市は、県と連携し、水質の調査
や監視、工場などへの啓発を行います。市民、市民団体は、異変を発見したときは、直ち
に市へ通報します。事業者は、市との協定の締結や施設の整備・改善を進め、水質汚濁を
未然に防ぎます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・県と連携し、定期的な河川の水質調査を継続して行います。
・進出企業などと公害防止、環境保全のための協定の締結を検討します。
・河川の水質や臭気などの監視報告の実施を市民に呼びかけ、市民の意見や要望の集約を
図ります。
・工場などの水質汚濁発生施設に対し、水質汚濁発生防止の啓発を行います。
・公共施設への下水道の接続を図り、水質汚濁を未然に防止します。
・工場への下水道の接続を図ります。

■市民、市民団体の行動
・異変を発見したときには、直ちに市へ通報します。
・事業者に対して、地域環境に配慮するように働きかけます。

■事業者の行動
・工場などの水質汚濁発生施設を適正に管理し、水質汚濁を未然に防止します。
・水質汚濁を防止する施設の設置や改善などの整備を行います。
・公害防止、環境保全を推進するため、市と協定の締結を検討します。
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コ ラ ム

水質汚濁

■河川や海の自浄作用
河川や海には、汚れ（有機物）を分解する好気性微生物がいることから、水域に汚れ
が流入しても、自然の浄化作用によって、水は少しずつきれいになります。しかし、自
浄作用には限界があり、汚れが大きい場合には、分解できず水は汚れたままとなります。
これが「水質汚濁」といいます。

■水質汚濁の原因
水質汚濁は、私たちの暮らしや経済活
動による排水が原因となり生じていま
す。

■水質汚濁による影響
水質汚濁によって、私たちの生活に欠かせない水道
水が安全でなくなったり、魚介類などの水産物の汚染
へつながったりすることにより、動物や人の健康に害
を及ぼします。

資料：環境省｢平成 21 年版 こども環境白書」
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み発
４
取り組み４ 生活排水取
対り
策組
の啓

生活排水対策の啓発

（１）取り組みの方向性
生活排水による水質汚濁を防止するために、市は、市民への生活排水対策の啓発を推進
します。市民、市民団体は、日常生活における排水対策、事業者は、事業活動における排
水対策に、自主的に取り組みます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・生活排水対策学習会やまちづくり出前講座などの開催、広報やインターネットなどによ
る情報の提供、環境イベントでの啓発を行います。
・必要に応じ、生活排水対策推進モデル地区の設定による重点的な啓発を行います。
・浄化槽の能力維持のため、適正な維持管理の啓発を行います。
・地域ごとの生活排水クリーン推進員制度を検討します。
・公共下水道の整備を推進します。
・下水道整備地域における未接続世帯に速やかな接続を働きかけます。
・公共下水道の未整備地区において、合併処理浄化槽の普及・啓発を行います。
・自治会や企業による河川や水路の水質保全、環境美化などの活動を支援します。
・側溝の蓋を持ち上げる道具の貸し出しを行い、蓋が持ち上がらない側溝については、残
土の浚渫・回収を定期的に行います。

■市民、市民団体の行動
・生活排水対策学習会やまちづくり出前講座、環境イベントに参加します。
・広報やインターネットなどから、生活排水対策の情報を収集します。
・浄化槽の適正管理を行い、日常生活において生活排水の浄化に取り組みます。
・地域で活動している生活排水クリーン推進員の活動に参加・協力します。
・下水道整備地域においては、公共下水道に速やかに接続します。
・公共下水道の未整備地区においては、合併処理浄化槽の設置を進めます。
・自治会や企業による河川や水路の水質保全、環境美化などの活動に参加・協力します。
・自宅周辺の側溝の清掃を行います。

■事業者の行動
・事業活動に伴う排水を適正に処理します。
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・公共下水道の未整備地区においては、適切な排水施設を整備します。

コ ラ ム

本市の生活排水処理の現状

し尿は、汲取り便槽の世帯などでは、北名古屋衛生組合が運営する「鴨田エコパーク」
へ搬入され、単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽を設置している世帯などでは、浄化槽に
て個別処理後、浄化槽汚泥として搬入され、適正に処理されています。
生活雑排水は、合併処理浄化槽を設置している世帯などでは、適正に処理されています
が、汲取り便槽、単独処理浄化槽を設置している世帯などでは、未処理のまま、河川など
の公共用水域へ放流されている状況です。

〔生活排水の処理体系〕

〔北名古屋衛生組合汚水再生処理センター（鴨田エコパーク）〕
〔鴨田エコパーク〕

資料：｢一般廃棄物処理基本計画」
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その他の環境問題の防止
基本施策３ その他の環境問題の防止
基本施策３
◆現状と課題
（１）環境の現状
■典型 7 公害＊に関する苦情通
報件数は、平成 19 年度（2007

(件)
30

年度）は合計で 38 件であり、う

25

ち悪臭に対する苦情が 14 件、騒

20

音に対する苦情が 13 件を占めて

15

います。

10

■本市は、国道 22 号線、名古屋

5

高速 16 号一宮線など主要な広域

0

〔典型 7 公害に関する苦情通報件数〕

大気汚染
水質汚濁

H14

幹線道路が通っており、周辺沿

H15

H16

H17

H18

騒

音

悪

臭

H19 (年度)

資料：愛知県「統計年鑑」

いに工場や物流施設が並んでい
ます。

■平成 20 年度（2008 年度）における自動車騒音調査において、3 地点の調査で要請限度を
下回る結果となっています。また、右図の自動車騒音環境基準達成状況をみると、県道春
日井稲沢線（県道 62 号線）で、78.0％と低くなっています。
■道路交通振動調査において、平成 18 年度（2006 年度）から平成 20 年度（2008 年度）ま
で、県道春日井稲沢線（県道 62 号線）で、要請限度を下回っています。
〔平成 20 年度における自動車騒音調査〕

道路名

調査地点

県道春日井稲沢線
九之坪竹田
（県道62号線）
県道小口名古屋線
片場白山
（県道158号線）
県道名古屋外環状線
二子双葉
（県道451号線）

騒音レベル
（ｄB）
昼間
夜間

評価区間
延長（km）
2.9

72

68

4.0

68

63

9.3

68

67

要請限度
（ｄB）
昼間
夜間

適否
○

75

70

○
○

〔平成 20 年度における道路交通振動調査〕

道路名
県道春日井稲沢線
（県道62号線）

調査地点
九之坪竹田

時間の
要請限度
測定値（L10）（ｄB）
区分 H18年度 H19年度 H20年度
（ｄB）
昼
43
44
44
65
夜
40
40
38
60

適否
○
○

※要請限度：騒音規制法、振動規制法に基づくもので、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると
認められるとき、市町村長が県公安委員会または道路管理者に対して措置をとるように
要請することができる、自動車騒音・道路交通振動の基準のことです。
資料：愛知県「交通騒音・振動に関する調査結果」
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※環境基準の評価方法例
道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する 1 地点で測定を行い、その結果
を用いて評価区間内の道路端から 50m 範囲内にあるすべての住居などについて推計を行い、環境基準を達成
する戸数とその割合を把握します。
騒音地点での騒音レベルから、
個々の住居等の騒音レベルを推計

環境基準を達成する住居等の戸数
と割合を把握する

… 環境基準を超過した住居等

環境基準
＝
達成率

… 環境基準を達成した住居等

環境基準達成戸数
評価区間内全戸数

〔平成 20 年度における自動車騒音環境基準達成状況〕
資料：愛知県「交通騒音・振動に関する調査結果」
環境 GIS ホームページ「全国自動車交通騒音マップ」
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■平成 21 年度（2009 年度）の地下水の水質調査では、本市の周辺都市の１箇所の井戸に
おいて、ヒ素が環境基準を達成していません。
〔周辺都市の地下水の状況〕

調査地点

項目

調査井戸数

名古屋市西区平出町

ヒ素

4

環境基準 検出濃度範囲 環境基準
超過井戸
（mg/ℓ）
（mg/ℓ）
1
＜0.005～0.013 0.01以下
資料：愛知県「地下水の水質調査結果」

■ごみ焼却による燃焼工程や、
紙などの塩素漂白工程などに
よって、生じるとされている
ダイオキシン類が、環境を汚
染して、人や動植物に発がん
性や催奇形性などの影響を及
ぼすかもしれないと懸念され
ています。周辺都市における
大気、水環境（公共用水域）、
土壌のダイオキシン類の調査
結果は、いずれも環境基準を
達成しています。

※本計画で環境基準達成状況を参考にした、本市周辺の環境調査地
点を示しています。
〔本市周辺における環境調査地点〕
資料：愛知県「ダイオキシン類に係る環境調査結果」

（２）課題の整理
■自動車騒音調査、道路交通振動調査では、要請限度を下回りましたが、平成 18 年度（2006
年度）の騒音に対する苦情件数は多くなっており、自動車騒音の著しい道路での防音対策
や、幹線道路の適正な整備、市民、市民団体及び事業者への啓発など、騒音・振動を防止
する対策に取り組んでいくことが必要です。
■悪臭に対する苦情が急増していることから、悪臭の発生施設に対し、啓発を行う必要が
あります。
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■環境基準を達成していない地下水汚染対策を行うとともに、環境基準を達成している土
壌汚染、地盤沈下、ダイオキシン類についても、現状が保持されるように、監視を行って
いく必要があります。
■本市では、地下水汚染などの環境調査を実施していないため、本市の環境の現状を把握
するために、定期的に環境調査を実施する必要があります。
■新しい環境問題についても情報収集を進めるとともに、的確に対処していく必要があり
ます。

◆目標とする指標
環境指標
騒音・振動の要請限度

現状値

目標値

全て達成（H20 年度）

全て達成（H32 年度）

環境基準

一部で未達成

（騒音、土壌汚染、地下水汚染）

または未調査

コ ラ ム

全て達成（H32 年度）

子どもたちの健康と環境

私たちの身の回りには、さまざまな化学物質や化学物質を利用した製品があり、暮らし
を便利にしています。しかし、化学物質の中には人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす
ものもあります。
日本における児童などのぜん息の被患率は、増加しており、愛知県は全国に比べ高くな
っています。他にも、先天奇形が 25 年間で 2 倍増加したとされています。このような子
どもの健康の悪化は、化学物質が原因と考えられています。
（％）

〔日本における児童などのぜん息の被患率〕

〔子どもに影響を与える要因〕
近年急激に変化した要因

4
3

化学物質のばく露

2
1

生活習慣要因

遺伝要因

0
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
全国

愛知

（年度）

社会要因

※5 歳から 17 歳までにおけるデータとなっています。

子どもたちの健康を守るためにも、化学物質が及ぼす影響、環境リスクを評価し、そ
のリスクの程度に応じて管理を行う必要があります。
資料：環境省｢平成 22 年版 環境白書」
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◆目標達成に向けた取り組み
取場
りな
組どみ
工音
場・
な振ど
る騒音・振動の防止
取り組み５ 工
に５
よる騒
動に
のよ
防止
（１）取り組みの方向性
工場や自動車などによる騒音・振動を防止するために、市は、騒音・振動の調査や工場
などへの指導を行うとともに、道路施設の改善や沿道緑化などを推進します。事業者は、
市との協定の締結や施設の整備・改善を進めます。また、日常生活における静かな暮らし
を確保するために、市は、生活騒音防止の啓発を行い、市民、市民団体及び事業者は地域
に配慮し、騒音の防止に取り組みます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・県に働きかけ、工場や自動車などによる騒音・振動の調査を実施します。
・工場などの施設や建設作業に対し、騒音・振動防止の指導を行います。
・進出企業などと公害防止、環境保全のための協定の締結を検討します。
・住工混在による騒音・振動公害を防止するため、土地利用の適正化を進めます。
・交通渋滞を解消するため、幹線道路網の整備を県に働きかけます。
・幹線道路整備では、樹木の植栽などの設置を進めるとともに、低騒音舗装（高機能舗装）
を検討します。
・国道 22 号線や、県道の自動車交通量の著しい場所においては、国や県への道路構造改善
などの要望を行います。
・近隣に迷惑をかけないよう、テレビ、音響機器、ピアノなどの楽器、冷暖房の室外機、
自家用車の音などが騒音とならないようにモラルの向上を図ります。

■市民、市民団体の行動
・近隣に迷惑をかけないよう、テレビ、音響機器、ピアノなどの楽器、冷暖房の室外機、
自家用車の音、犬などのペットの鳴き声などが騒音とならないようにマナーを守ります。

■事業者の行動
・工場などにおける騒音・振動発生施設を適正に管理し、騒音・振動を未然に防止します。
・騒音・振動を防止する施設の設置や既存施設の改善などの整備を行います。
・公害防止、環境保全を推進するため、市と協定の締結を検討します。
・住工混在による騒音・振動公害を防止するため、土地利用の適正化に協力します。
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コ
コ ラ
ラ ム
ム

タイヤ騒音

■騒音の与える影響
騒音は、心理的不快感やストレス、聴力障害、睡眠妨害、集中力の低下など、人体へ
様々な影響を及ぼします。

■車の騒音
車の騒音はエンジン、吸気系、排気系、冷却系、駆動系、タイヤなど様々な場所から
でています。
エンジン、吸気系
タイヤ

・タイヤが回転し、路面をたたく音
・路面とタイヤの溝にはさまれ、圧
縮された空気がはじける音
・タイヤ内部の共鳴音
・風切り音
など

駆動系

排出系

冷却系

■タイヤの騒音
乗用車で 50km/h で走行した際、騒
〔乗用車で 50km/h 走行時におけるタイヤ騒音の寄与率〕
音は、タイヤによるものが 84.8%で
エンジン系
エンジン系によるものが 15.2%とな
騒音
っており、タイヤ騒音の寄与率が高
15.2%
くなっています。
タイヤ騒音
以前はエンジンやマフラーなどの
84.8%
排気系が騒音の大部分を占めていま
したが、改良が進み、静粛性が向上
しました。また、平成 22 年（2010
年）4 月から不適切な改造マフラー
n＝28
の規制が開始されています。よって、
タイヤからの騒音対策の必要性が高
資料：環境省ホームページ
まっています。

■日本の取り組み
現在、ヨーロッパ連合 EU 諸国では、すでにタイヤ単体騒音の規制が実施されており、
日本でも平成 21 年（2009 年）11 月から「タイヤ単体騒音対策検討会」を設置し、規制
導入に向けて検討を行っています。
私たちもタイヤを購入する際は、騒音の少ないタイヤを選択する必要があります。
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み臭
６、土悪
土地
壌盤
汚沈染
盤水
沈汚
下染、
取り組取
みり
６組 悪
壌臭
汚、
染、
下、
、地
地下
の地
防下
止水 汚 染 の 防 止
（１）取り組みの方向性
工場などからの悪臭、土壌汚染、地下水汚染を防止するために、市は、県と連携し、悪
臭、土壌汚染、地盤沈下、地下水汚染の環境調査や工場などへの啓発を行います。市民、
市民団体は、低農薬、有機農業などの環境保全型農業を心がけ、事業者は、有害化学物質
や農薬などの適正管理を徹底し、悪臭、土壌汚染、地盤沈下、地下水汚染などを未然に防
止します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・県に働きかけ、悪臭、土壌、地盤沈下、地下水についての監視のための定期的な調査を
行います。
・悪臭、土壌汚染、地盤沈下、地下水汚染などの発生施設に対し、公害防止の啓発を行い
ます。
・有害化学物質の適正管理の啓発を行います。
・土壌汚染などを防止するため、低農薬、有機農業などの環境保全型農業の促進を啓発し
ます。
・家庭から出る生ごみが臭わない堆肥化を図るため、堆肥化促進剤によるボカシの普及を
進めます。
・農地への堆肥投入による悪臭防止対策として、耕作者に対して悪臭を発生させないよう
に周知・協力を求めます。
・事業者に対し、公害被害の深刻化や、未然防止のための啓発活動などを行います。
・ポジティブリスト制度＊の徹底などにより、農薬の適正使用を啓発します。
・公害防止の施設改善などに対する県の融資制度の有効活用を促します。

■市民、市民団体の行動
・土壌汚染などを防止するため、低農薬、有機農業などの環境保全型農業に努めます。
・生ごみが臭わない堆肥化を図るため、堆肥化促進剤によるボカシを利用します。
・農地への堆肥投入の際、悪臭を発生させないように努めます。

■事業者の行動
・悪臭、土壌汚染、地下水汚染、地盤沈下などの発生施設を適正に管理し、公害を未然に
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防止します。
・有害化学物質の適正管理を行います。
・ポジティブリスト制度に基づき、農薬は適正に使用します。

コ ラ ム

日本における土壌汚染の状況

企業は、「土壌汚染対策法」によって、健康の被害のおそれがあると都道府県などが認
めたときは、土壌汚染調査を行う義務があります。また、自主的に土壌汚染調査を行う企
業も増えています。
これらの調査の結果、平成 20 年度（2008 年度）の調査事例件数は 1,365 件であり、そ
のうち土壌環境基準または法の指定基準を超過し汚染が判明した事例である超過事例は、
697 件でした。調査の実施件数は増えているが、それに伴い、土壌汚染の件数も増加して
います。
（件）

〔年度別の土壌汚染調査事例〕
1325 1373 1365

1500

調査事例件数

1158
1000
656
500
209 213 210

0

762

877

289

456
274 366
130 130 151 210

非超過件数

672 695 733 697

超過件数

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
（年度）

平成 20 年度（2008 年度）の超過事例 697 件のうち、重金属等の超過事例が多くなって
います。その中でも、鉛及びその化合物が 365 件と多くなっています。

鉛及びその化合物：365 件
フッ素及びその化合物：219 件
ヒ素及びその化合物：186 件

揮発性有機化合物
（VOC）超過事例
105 件

ベンゼン：85 件
トリクロロエチレン：66 件
テトラクロロエチレン：58 件

複合汚染
74 件
重金属等超過事例
農薬等超過事例
516 件
2件
PCB：5 件

〔超過事例の内訳〕

本市でも土壌汚染を防止するために、県と連携し、事業者への指導・啓発を行うととも
に、
「土壌汚染対策法」に基づいた定期的な調査を行い、現状を把握する必要があります。
資料：環境省「土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」
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り問
組題
みの７
取り組み７ 新たな取
環境
防止新 た な 環 境 問 題 の 防 止
（１）取り組みの方向性
新たな環境問題を未然に防止するために、市は、環境問題に関する調査や情報収集、市
民、市民団体及び事業者に対して指導・啓発を行います。市民、市民団体及び事業者は、
ダイオキシン発生を抑制するために、廃棄物の適正処理を行います。また、事業者は、有
害化学物質などの適正管理を徹底します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・県と連携し、大気・土壌中などのダイオキシン類をはじめとする有害化学物質など新た
な環境問題の調査を検討します。
・酸性雨のモニタリング調査を行います。
・建築物の内装材などに含まれるホルムアルデヒドなどに対する情報を収集し、対策を図
ります。
・ハロン＊バンク登録消防設備の把握指導に努めます。
・PCB 廃棄物＊の処理を推進します。
・ダイオキシンの発生を抑制するため、家庭や事業所へのごみ焼却の抑制など、廃棄物の
適正処理を指導します。
・PRTR 制度＊により、有害化学物質の適正管理を指導します。
・ダイオキシン類や内分泌かく乱物質＊、電磁波、遺伝子組替食品、アスベスト、特定フロ
ン・代替フロン問題、酸性雨問題などに関する情報を収集し、市民、市民団体及び事業
者に広報やインターネットなどにより情報を提供します。
・国などが発信する化学物質に関する関連法規制などの情報把握に努め、市民、市民団体
及び事業者に積極的に情報提供を行います。
・シックハウス症候群など、化学物質が原因とされる問題に対して、有効な対策の情報を
収集し、市民への情報提供に努めます。

■市民、市民団体の行動
・ダイオキシンや煙害の発生を抑制するため、家庭でのごみ焼却をやめ、廃棄物の適正処
理を行います。
・広報やインターネットなどにより、ダイオキシン類や内分泌かく乱物質、電磁波、遺伝
子組替食品、アスベスト、特定フロン・代替フロン問題、酸性雨問題などに関する情報
を収集します。
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■事業者の行動
・PCB 廃棄物の適正処理を行います。
・PRTR 制度により、有害化学物質の適正管理を行います。
・ダイオキシンの発生を抑制するため、事業所でのごみ焼却を抑制し、廃棄物の適正処理
を行います。
・広報やインターネットなどにより、ダイオキシン類や内分泌かく乱物質、電磁波、遺伝
子組替食品、アスベスト、特定フロン・代替フロン問題、酸性雨問題などに関する情報
を収集します。
・国などが発信する化学物質に関する関連法規制などの情報把握に努めます。

コ ラ ム

化学物質の適切な評価・管理

有害な化学物質による環境汚染を防止するために、製造・輸入の前に、人の健康や生態
系に悪影響を及ぼさないか評価しています。すでに日本において、広く使用されている化
学物質についても、国と企業などが協力し、評価を行っています。

■化学物質に関する法律のポイント
評

価

管

新しい化学物質の製造・輸入に関して、
以下の項目について、評価する。
①自然の中で分解するか？
②生きものや体の中に蓄積するか？
③人の健康や生態系に悪影響を及ぼ
すおそれがあるか？

理

評価結果やすでに国内で広く使用され
ている化学物質の安全性点検の結果を
踏まえ、物質の特性に応じた製造・輸
入・使用に関する管理を行う。

■化学物質の管理
化学物質の環境への排出量の把握、管理するために、PRTR 制度という、事業者が人の
健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質について、環境への排出量や事業所
外への移動量を国に報告し、国は、集計し公表する制度を設けています。
〔PRTR 制度により届出された環境への排出量〕
（t/年）
400,000
300,000
200,000

291,862 269,305
259,175 245,340
234,299
199,195

規則の強化により、年々減
少傾向にあります。

100,000
0
H15

H16

H17

H18

H19

H20 （年度）

資料：環境省｢平成 21 年版 こども環境白書」
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第２節 資源が循環するまち
ごみの3R
3Rの推進
の推進
基本施策４ ごみの
基本施策４
◆現状と課題
（１）環境の現状
■本市では、環境への負荷の少ない循環
型社会の実現を目指し、長期的かつ総合
的視野にたった基本的な方針を定め、事
業を推進するために、平成 22 年（2010

〔一日一人当たりの家庭系ごみ発生量〕
（ｇ/人・日）
900
800
700

年）3 月に「一般廃棄物処理基本計画」

600

を改訂しました。

500

■市民一日一人当たりの家庭系ごみ排出

300
200

年度）の 651g/人・日から平成 20 年度

100

り、約 10.9％減少しています。

193

215

214

651

656

648

599

580

H16

H17

H18

H19

H20 （年度）

0
一人一日当たりのごみ排出量

■本市は、平成 19 年度（2007 年度）よ

（ｔ/日）

り、資源回収率向上を目指して、新たに

25

プラスチック製容器包装分別回収を実施

20

しており、現在 7 品目について資源回収

201

400

量は、減少傾向にあり、平成 16 年度（2004

（2008 年度）は 580g/人・日となってお

195

一人一日当たりの資源回収量

〔一日当たりの事業系ごみ発生量〕

16.9

17.2

H16

H17

17.5

17.2

17.5

H19

H20 （年度）

15

を実施しています。市民一日一人当たり
の資源回収量は、増加傾向にあり、平成

10

16 年度（2004 年度）の 195g/人・日から

5

平成 20 年度（2008 年度）は 214g/人・日

0

となっており、9.7％増加しています。

H18

資料：「一般廃棄物処理基本計画」

■事業系ごみ発生量は、1 日で約 17ｔ排

出されており、平成 16 年度（2004 年度）からほぼ横ばいの傾向を示しています。
■本市では、生ごみの減量対策として、
「家庭用生ごみ処理機」などの設置に対し、補助金
を交付しています。平成 21 年度（2009 年度）には、
「電動生ごみ処理機」に 22 件、
「生ご
み処理容器」に 15 件の補助金の交付を行っています。
■本市では、平成 21 年（2009 年）4 月 1 日からレジ袋の有料化を実施しています。レジ袋
の有料化により、マイバッグを持参し、レジ袋を断る方の割合が市内レジ袋削減取り組み
参加店舗において向上しています。取り組み参加店舗においては、平均 90％以上の方がレ
ジ袋を辞退しています。
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（２）課題の整理
■循環型社会を構築していくためには、出来る限り廃棄物の発生を抑制し、廃棄物となっ
たものについても、再使用、再生利用、熱回収と循環的な利用を行い、環境への負荷を極
力減らすことが求められています。そのためには、ごみの減量（Reduce）、ごみの再使用
（Reuse）、ごみの再生利用・再資源化（Recycle）というごみの「3R」を推進する必要があ
ります。また、環境への負荷をできる限り少なくするためには、廃棄物のもとになるもの
を断ったり、買わないようにしたりすることが重要です。廃棄物の循環を促進するために、
ごみの 3R に Refuse（拒否）、Rebuy（再生品購入）を加えた「3R+2＊」という考え方を推
進する必要があります。

◆目標とする指標
環境指標

現状値

市民一人一日当たりの家庭系
ごみ排出量
市民一人一日当たりの家庭系
資源回収量
一日当たりの事業系ごみ発生量

目標値

580g/人・日（H20 年度） 536g/人・日（H32 年度）

214g/人・日（H20 年度） 243g/人・日（H32 年度）
17.5ｔ/日（Ｈ20 年度）

14.9ｔ/日（H32 年度）

※一般廃棄物処理基本計画にて、平成 33 年度の目標値が、市民一人一日当たりの家庭系ごみ排出量は「532
g/人・日」、市民一人一日当たりの家庭系資源回収量は「245g/人・日」、一日当たりの事業系ごみ発生量は「14.7
ｔ/日」と設定されています。
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◆目標達成に向けた取り組み
取のり
８eduご
量進
（ Reduce） の 推 進
取り組み８ ごみ
減組
量み
（R
ceみ
）減
の推
（１）取り組みの方向性
ごみの発生を抑制するために、市は、市民、市民団体及び事業者に対し、ごみ減量の必
要性や方法について啓発を行います。市民、市民団体及び事業者は、ごみ減量のための適
切な取り組みを行います。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・市、市民、市民団体及び事業者の協働により、ごみの減量を進めます。
・買い物の際のマイバッグ運動を促進します。
・コピー枚数などの削減や保存文書の廃棄時における分別を徹底します。
・ごみ減量、リサイクルに積極的に取り組む店舗を、環境にやさしい店として 3R 推進店の
認定を進めます。
・生ごみの水分ひとしぼり運動を展開します。
・生ごみの堆肥化を推進します。
・使用済みプラスチックの排出量抑制や作業効率向上のために、ポリマルチから生分解性
マルチ＊への転換を啓発します。
・各地域に「ごみ減量推進員（仮称）」制度の導入を検討し、ごみ減量・分別徹底への取り
組みを進めます。
・マイ箸を持参することで、わり箸の使用を控えるように啓発します。
・一般廃棄物「3R+2」（発生抑制、再使用、再生利用、拒否、再生品購入）の考えを広報や
インターネットなどを用い、指導及び啓発を進めます。
・容器包装の簡素化を啓発します。

■市民、市民団体の行動
・買い物の際にはマイバッグを持参し、レジ袋をもらわないようにします。
・ごみ減量、リサイクルに積極的に取り組む店舗である、3R 推進店の利用に努めます。
・生ごみ減量のために、生ごみの水切りを心がけます。
・生ごみの堆肥化に努めます。
・各地域で活動する「ごみ減量推進員（仮称）
」の活動に参加・協力します。
・マイ箸を持参し、わり箸をもらわないようにします。
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・買い物は「必要十分の量」を心がけ、無駄なものは買わないようにします。
・食材も「必要十分の量」を購入し、エコクッキングを心がけます。
・過剰包装は断ります。

■事業者の行動
・レジ袋削減に向けた取り組みに関する協定に参加します。
・コピー枚数の削減など、紙の使用量の節約や事務用品の購入抑制に努めます。
・ごみ減量、リサイクルに積極的に取り組む店舗である 3R 推進店に参加します。
・使用済みプラスチックの排出量抑制や作業効率向上のために、ポリマルチから生分解性
マルチへの転換を推進します。
・わり箸の使用量削減やエコ箸の導入に取り組みます。
・容器包装の簡素化に取り組みます。

コ ラ ム

生分解性プラスチック

■生分解性プラスチックとは？
プラスチックは安定で変化しないため、私た
ちの生活のあらゆる場所で利用されています。
しかし、丈夫で変化しないため、自然環境中に
散逸してしまったプラスチックは、分解される
ことがなく、野生生物の命、環境そのものを傷
つけてしまうことがあります。
生分解性プラスチックは、一般のプラスチッ
クと同様に使用できますが、使用後は、微生物
の働きによって、二酸化炭素と水に分解される
プラスチックです。

■どこで使われているの？
生分解性プラスチックを、農業資材用のフィ
ルムであるマルチに使用することによって、収
穫後は農産廃棄物と一緒に堆肥化できます。回
収や廃棄処理の手間やコストがかかりません。

〔レタス畑に使用された生分解性マルチ〕
資料：日本バイオプラスチック協会ホームページ
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み用
９（Rご
使進
用 （ Reuse） の 推 進
取り組み９ ご取
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（１）取り組みの方向性
ごみの再使用を推進するために、市は、市民、市民団体及び事業者への啓発を行うとと
もに、フリーマーケットの開催の促進・支援やリサイクルハウスの整備を図ります。市民、
市民団体及び事業者は、再使用について積極的に取り組みます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・リサイクルハウス（再生利用品を無料、または有料で引き取る施設）の整備を図ります。
・フリーマーケットの開催を促進し、支援します。
・イベントやお祭りの際には、リユース食器などの使用を指導・啓発します。
・リターナブル瓶＊の使用を指導・啓発します。

■市民、市民団体の行動
・フリーマーケットを活用します。
・リターナブル瓶が使用されている商品を購入するように努めます。

■事業者の行動
・リユース食器やリターナブル瓶など、容器を回収し、再使用に努めます。
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コ ラ ム

リユース食器

地域のお祭りや野外イベントなどでは、紙コップや使い捨ての食
器など、大量のごみが排出されてしまいます。
そこで、何度も繰り返し洗って使用できる（リユースできる）食
器を使うことによって、ごみを減らすことができます。

■リユース食器（デポジット利用の場合）の流れ
デポジット（預かり金）
を上乗せした、製品を購
入する
容器を洗浄して再使用す
る

飲食する

デポジットと交換に容器
を返却する

■リユース食器の活用事例 （平成 20 年 11 月現在）
「小瀬スポーツ公園陸上競技場 （甲府市）」
平成 16 年（2004 年）4 月
から、ソフトドリンクやビ
ールに対して実施していま
す。100 円のデポジットをつ
けて、売店とは別に回収所
を設け、回収しています。

H16年
H17年
H18年
H19年
H20年

リユースカップ
導入試合数
21試合
23試合
20試合
20試合
21試合

H17年
H18年
H19年
H20年

リユースカップ
導入試合数
23試合
22試合
25試合
21試合

合計利用個数

平均回収率

35,050
44,093
85,395
80,110
59,670

82.6%
82.7%
84.4%
88.3%
76.0%

合計利用個数

平均回収率

229,339
178,517
161,516
133,500

96.3%
97.0%
96.0%
96.7%

「東北電力ビッグスワン （新潟市）」
平成 17 年（2005 年）3 月
から、ビールやチューハイ
などのアルコール類に対し
て実施しています。100 円の
デポジットをつけ売店で回
収します。

■リユース食器の各イベントにおける使用状況 （平成 20 年 4 月～11 月現在）
種類
どんぶり、皿、小鉢、おわん、カップ、箸、スプー
お祭り
ン、フォークなどのリユース食器貸出数が 1,000 個以
学園祭
上の全国各地で開催されるイベントの実施状況です。
音楽イベント
全国において 8 か月間で、84 回使用されています。 スポーツイベント
つまり、8 万個以上の使い捨て食器のごみが削減され
フリーマーケット
たことになります。
会議
その他イベント
本市でもお祭りなどのイベントでは、リユース食器
合計
を使用するよう啓発していく必要があります。

開催回数
30回
17回
13回
2回
2回
1回
19回
84回

資料：環境省ホームページ
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（１）取り組みの方向性
資源の循環利用を推進するために、市は、資源回収、再資源化、再生利用を推進します。
市民、市民団体及び事業者は、再生利用について積極的に取り組みます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・古紙の分別回収と再生紙の使用を進めます。
・デポジット制度＊の実施を検討します。
・環境にやさしい製品であるエコマーク、グリーンマーク製品の率先購入（グリーン購入＊）
を行います。
・公共工事では、あいくる材＊を率先して利用します。
・資源循環情報システムホームページの「資源循環情報データベース＊」など、情報交換の
場を提供します。
・河川の刈取り草、街路の落ち葉、学校給食の生ごみなど、公共施設から出るごみの堆肥
化などによる再生利用を図ります。
・市民の生ごみ堆肥化を進めるため、電動生ごみ処理機、生ごみ処理容器などの購入に対
する補助を継続して行います。
・紙類、缶類、びん類、繊維類、ペットボトル、トレイなど資源のステーション回収、集
団回収を促進します。
・集団回収などリサイクル活動団体への補助を継続して行います。
・リサイクルの取り組みに応じてエコポイント制を利用し、地元での購買を検討します。
・容器包装廃棄物の減量や再生資源としての利用を促進・支援します。
・一般家庭から出る剪定枝などを回収し、チップ化などによる再生利用を検討します。
・わり箸の再生利用についての啓発を行います。
・環境にやさしい製品の購入を啓発します。

■市民、市民団体の行動
・古紙の分別回収と再生紙の使用に努めます。
・環境にやさしい製品であるエコマーク、グリーンマーク製品の率先購入（グリーン購入）
を行います。
・生ごみの堆肥化を進めるため、電動生ごみ処理機、生ごみ処理容器などを設置、利用し
ます。
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・紙類、缶類、びん類、繊維類、ペットボトル、トレイなど資源のステーション回収、集
団回収に参加、協力します。
・環境にやさしい製品の購入に努めます。

■事業者の行動
・古紙の分別回収と再生紙の使用に努めます。
・デポジット制度の実施を検討します。
・環境にやさしい製品であるエコマーク、グリーンマーク製品の率先購入（グリーン購入）
を行います。
・資源循環情報システムホームページの「資源循環情報データベース」など、情報交換の
場を活用します。
・剪定枝などの堆肥化によるリサイクルに取り組みます。
・企業、組織単位のリサイクル活動を実践します。
・環境にやさしい製品の購入に努めます。

コ ラ ム

ごみを減らして、CO2 削減

■マイバッグを持参して、レジ袋は断ると、約 60kg-CO2 削減！
プラスチック 1g 当たり、製造時と廃棄時で合計約 6g の CO2 が
排出されます。レジ袋 1 つの重さが約 10g とすれば、レジ袋 1 つ
当たりの CO2 排出は約 60g です。1 年間に 1,000 枚（1 日約 3 枚）
使えば、約 60kg の無駄な CO2 を排出していることになります。

■空容器などを分別して、資源回収に出すと、約 20kg-CO2 削減！
以下のごみをリサイクルに回せば、CO2 排出量を削減できます。
地域のルールに従って、分別してリサイクルに回しましょう。
・空きびん 1 個→110g
・ペットボトル 1 本→70g
・空き缶 1 個→40g
・食品トレイ 1 枚→8g
※単位：CO2 換算
資料：あいちエコチャレンジ 21 ホームページ
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ごみの適正な処理
基本施策５ ごみの適正な処理
基本施策５
◆現状と課題
（１）環境の現状
■家庭系ごみの分別区分は、大きく分けると、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源の
4 区分です。本市の分別方法について記載してある「ごみの分け方・出し方便利帳」を市
役所かホームページで入手することができます。
■本市は、名古屋市と豊山町、県などと「（仮称）北名古屋清
掃工場建設に関する基本協定書」などを締結しました。本市二
子にある焼却工場を取り壊し、広域でのごみ処理に向けて、平
成 32 年（2020 年）をめどに新しい焼却工場を建設します。
■そのため、本市のごみの焼却・粉砕は、平成 22 年（2010 年）

〔五条川工場〕

4 月から、名古屋市に委託しています。
■本市は、名古屋市による中間処理などを経て、最終的に残った、再資源化、減量化する
ことが困難で無害化、安定化しているごみを最終処分しています。
■本市では、秩序ある土地利用及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とし、産業廃
棄物処理施設などを設置する事業者に、市民への情報提供、地域や市との事前協議などを
するように定めた、
「北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例」を平成
18 年（2006 年）3 月に制定しました。

（２）課題の整理
■一般廃棄物、産業廃棄物の再資源化を促進し、最終処分場の延命化を図るために、最終
処分量を削減することが重要であり、ごみの適正処理について、市民、市民団体及び事業
者に指導・啓発を行う必要があります。
■循環型社会を構築するためには、産業廃棄物を再生利用、再資源化して有効に活用する
必要があります。

◆目標とする指標
環境指標
最終処分量※

現状値

目標値

3,920ｔ/年（H20 年度）

3,783ｔ/年（H32 年度）

※一般廃棄物処理基本計画にて、最終処分量の平成 33 年度の目標値が、「3,772ｔ/年」と設定されています。
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区分

ごみ

出し方

収集回数

可燃ごみ

台所ごみ、木くず、革製品、ビニー
ル類（ マークのないもの）、リサ
イクルできない紙類など

可燃（白色）ごみ袋で収
集コース上へ出す

週2回
※指定路線収集

不燃ごみ

陶器、乳白色ビン、電球、蛍光灯、
ガラス類など

不燃（ピンク色）ごみ袋
で収集コース上へ出す

月2回
※指定路線収集

粗大ごみ

机、タンス、ストーブ、自転車、布
団など
※粗大ごみで収集できないものも
あります。

1 回当たり 10 個（組）ま
で
1 個（組）につき 1,000 円

臨時戸別収集
※要事前申込

空きびん

無色びん、茶色びん、黒色びん、
青・緑色びん、ビールびん、一升び
ん
※キャップは必ず外して マーク
のないものは、不燃ごみに出す。

空き缶

飲料用、ビール、お菓子、のり、お
茶などの缶
※アルミ・スチール・スプレー缶に
分別する。
※スプレー缶は、使い切り必ず穴
を開ける

ペットボトル

飲料用、酒類用、調味料用
※キャップは、必ず外してプラスチ
ック製容器包装に出す。

地区指定集積所の指定
容器へ種類別に入れ
る。

月2回
※資源集積所

食品トレイ

白色食品トレイのみ
※透明・色・柄物は、プラスチック
製容器包装に出す。

古紙類

新聞紙、雑誌・雑紙、段ボール、飲
料用紙パックなど
※種類別に十文字にしばる。雑紙
は、紙袋に入れて出す。

古布類

古着など
※透明のビニール袋に入れて出
す。
プラスチック製容器包装
（透明）袋で回収コース
上へ出す。

週1回
※指定路線回収

資源

分け方

プラスチック製

マークの付いている容器・
包装材

容器包装

〔ごみの出し方・分け方便利帳〕
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（平成 22 年度版）

◆目標達成に向けた取り組み
取処り
１・
１啓発ご み 処 理 の 指 導 ・ 啓 発
取り組み１１ ごみ
理組
のみ
指導
（１）取り組みの方向性
ごみの適正処理を推進するために、市は、市民、市民団体及び事業者に対して啓発を行
います。市民、市民団体及び事業者は、ごみの適正処理を行い、市が行う取り組みに積極
的に協力します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・ごみ減量やリサイクルに関する環境講座（子どもなどを対象とした）を開催し、啓発を
進めます。
・広報、リサイクル情報誌、インターネット、イベントなどによるごみ減量、リサイクル
に関する啓発を進めます。
・
「北名古屋市屋外燃焼行為の防止に関する条例」により、野焼きなどによるごみの焼却行
為の自粛を促すとともに、適正処理に関する啓発を推進します。
・一般廃棄物、産業廃棄物が適正に処理されるよう排出者や収集運搬・処分業者への指導
を行います。
・
「北名古屋市空き地等の環境保全に関する条例」により、不法投棄の行われやすい空き地
などの管理の強化を地域、保健所、警察との連携により進めます。
・
「北名古屋市空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例」により、市民に対し、ポイ捨てや
ごみの散乱、不法投棄防止に関する意識啓発を行います。
・ごみゼロ運動やクリーンキャンペーンなど、環境美化活動の普及・啓発に努め、市民、
市民団体及び事業者の参加を推進します。

■市民、市民団体の行動
・適切なごみ分別、排出日、排出時間などのルールを守り、適切な排出に努めます。
・ごみ減量やリサイクルに関する環境講座（子どもなどを対象とした）に参加します。
・広報、リサイクル情報誌、インターネット、イベントなどからごみ減量、リサイクルに
関する情報を収集します。
・廃棄物の野焼き、不法投棄が法律違反であることを認識し、適正処理を行います。
・ごみゼロ運動やクリーンキャンペーンなど、環境美化活動に参加します。
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■事業者の行動
・一般廃棄物と産業廃棄物の違いをしっかり理解し、適切な区分を行います。
・一般廃棄物の処理に関しては、市の定めた処理方法を遵守します。
・広報、リサイクル情報誌、インターネット、イベントなどからごみ減量、リサイクルに
関する情報を収集します。
・廃棄物の野焼きが法律違反であることを認識し、適正処理を行います。
・ごみゼロ運動やクリーンキャンペーンなど、環境美化活動に参加します。

〔資源集積所〕

〔ごみゼロ運動〕
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取り
１物
２の再産
棄再
物資
の源再
取り組み１２
産組
業み
廃棄
生業
利廃
用・
化生 利 用 ・ 再 資 源 化
（１）取り組みの方向性
産業廃棄物の減量化のために、市は、公共施設での積極的な再生利用・再資源化の実施
や事業者への啓発を行います。事業者は、廃棄物の適正処理を行います。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・北名古屋衛生組合などと連携の上、公共施設での下水汚泥の再生利用・再資源化を図り
ます。
・公共工事から発生する建設廃棄物の再生利用を促進します。
・公園樹木や街路樹など公共施設から出る剪定枝のチップ化と落ち葉の堆肥化などによる
再生利用を図ります。

■事業者の行動
・事業活動により生じた廃棄物の適切な回収や処理に向けた取り組みを進めます。
・排出者責任を理解し、自社の廃棄物について、常に適切な処分がされているか把握しま
す。
・企業、組織単位の再生利用・再資源化活動を実践します。
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産業廃棄物

コ ラ ム

■産業廃棄物とは？
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃
プラスチックなど 20 種類の廃棄物のことです。大量に排出され、処理に特別な技術を要
するものが多いため、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の排出者責任に基づき、そ
の適正な処理が図られる必要があります。
■産業廃棄物の排出量
日本における産業廃棄物の排出量は、平成 9 年度（1997 年度）から 4 億 t 程度でほぼ横
ばいとなっています。
（百万t）

〔日本における産業廃棄物の排出量〕

500
400
300
200
100
0
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19（年度）

■産業廃棄物の最終処分場
日本における産業廃棄物の最終処分場の残余容量は、減少傾向にあり、平成 18 年度
（2006 年度）は 16,286 万 m3 であり、前年より 2,339 万 m3 減少しています。また、残余
年数は、全国平均で 7.5 年分であり、改善が図られているものの、大都市圏において残余
容量が少なくなっています。
〔産業廃棄物の最終処分場の残余容量と残余年数〕
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残余容量

残余年数

最終処分場などの廃棄物処理施設は、市民の同意を得ることが困難なため、新たな立地
は難しい状況にあります。そのため、循環型社会の形成が非常に重要であり、産業廃棄物
の再生利用・再資源化を推進していく必要があります。
資料：環境省｢平成 22 年版
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環境白書」

第３節 地球環境にやさしいまち
エネルギーの有効利用の推進
基本施策６ エネルギーの有効利用の推進
基本施策６
◆現状と課題
（１）環境の現状
■1990 年代から、地球温暖化が人類をはじめとする生物界全体に深刻な問題をもたらすこ
とが、指摘され始めました。IPCC（気候変動に関する政府間パネル）＊は、平成 19 年（2007
年）に AR4（第四次評価報告書）において、過去 100 年間に地球の平均地上気温は 0.74℃
上昇しており、21 世紀末には最悪の場合 6.4℃上昇すると発表しました。
■日本では、平成 21 年（2009 年）9 月に、温室効果ガス削減の中期目標として、平成 32
年（2020 年）までに平成 2 年（1990 年）比で 25％削減するという数値目標が示されまし
た。
■エネルギーは、私たちの生活を支え
る上で欠くことのできないものとなっ

(t-CO2)

〔本市の CO2 排出量〕

ていますが、主要なエネルギー源を石

700,000

油、石炭などの化石燃料に大きく依存

600,000

しているため、燃焼により CO2 をはじ

交通
(貨物)

500,000

交通
(旅客)

めとする温室効果ガスを発生させ、地
球温暖化を引き起こしています。
■平成 19 年（2007 年）版環境自治体
白書によると、本市の CO2 排出量は、

400,000

家庭

300,000
業務
200,000
製造業

100,000

平成 15 年度（2003 年度）には 60 万ｔ

0

-CO2 を超えています。また、平成 2 年

H2

度（1990 年度）から平成 15 年度（2003

資料：「2007 年版

年度）で約 1.3 倍に増加しています。
内訳をみると、製造業が約 60％を占め
ており、増加率では業務、交通（旅客）
、
製造業、家庭の順になっており、交通
（貨物）はやや減少しています。
■本市の電力使用量は平成 16 年度
（2004 年度）から平成 19 年度（2007
年度）にかけて増加傾向にありました

H15

(年度)

環境自治体白書」

〔電力使用量〕

（年度）
H16

439,320

H17

451,809

H18

457,747

H19

459,796

H20

442,975
0

が、平成 20 年度（2008 年度）にはや
や減少しています。
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100,000

200,000

300,000

400,000

500,000
（MWｈ）

■都市ガス使用量は、平成
15 年度（2003 年度）から平

〔都市ガス使用量〕

（年度）
H15
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に減少しています。また、
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分野別の使用量をみると、
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平成 19 年度（2007 年度）よ
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成 18 年度（2006 年度）にか

41,643

356,289

48,936

441,409

けて増加傾向にありました
が、平成 19 年度（2007 年度）

り、家庭用及び工業用の使
用量が減量傾向にあります。
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■再生可能エネルギーであ
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工業用
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1,000,000 1,200,000

その他

（千ﾒｶﾞｼﾞｭｰﾙ）

資料：愛知県「統計年鑑」

る太陽光エネルギーの活用
に向けて、本市では、市内で住宅用太陽光発電シ

〔住宅用太陽光発電システム設置補助件数〕
（件）

ステムを設置する方に対し、設置費の一部を補助

100

しています。平成 21 年度（2009 年度）には、90

80

件の補助金の交付を行っており、平成 21 年度末

60

（2009 年度末）で累計 140 件となっています。

40
20
0
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21（年度）

（２）課題の整理
■低炭素社会を実現するためには、エネルギーの消費量を減らすことが必要です。エネル
ギー消費量を減らすためには、省エネルギーの導入推進や太陽光エネルギーをはじめとし
た新エネルギーの普及促進といった施策を展開する一方で、市民一人ひとりが高い問題意
識を持って、自発的に取り組む必要があります。

◆目標とする指標
環境指標
太陽光発電システム設置世帯数
（累計）

現状値

目標値

140 世帯（H21 年度）

1,000 世帯（H32 年度）
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◆目標達成に向けた取り組み
組ギ
みー
１の３
エネルギーの導入推進
取り組み１３ 省取
エり
ネル
導入省
推進
（１）取り組みの方向性
省エネルギーを推進するために、市は、公共施設において率先的に省エネルギー対策を
行うとともに、市民、市民団体及び事業者に啓発を行います。市民、市民団体及び事業者
は、強い問題意識を持って、日常生活や事業活動における省エネルギー対策に取り組みま
す。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・公共施設の高気密・高断熱化建築など省エネルギー施設の整備を進めます。
・民間の住宅施設などへの高気密・高断熱化建築の啓発を行います。
・クールビズ＊・ウォームビズ＊などを継続して実施し、公共施設での地球温暖化防止、省
エネルギー対策を進めるとともに、市民意識の高揚を図ります。
・公共施設の空調に省エネルギー方式の導入を検討します。
・広報やインターネットなどにより節電、省エネルギーなどの情報提供と意識の啓発を行
います。
・市民用、事業者用の環境家計簿による省エネルギー意識の啓発を行います。
・高効率エネルギー機器などの普及促進（家庭用燃料電池、事業所などでの調光式の蛍光
灯や電圧調整装置、LED 照明など）を行います。
・生産者と消費者の交流を促進することなどにより、地産地消を推進します。

■市民、市民団体の行動
・住宅を新築・増改築する際には、高気密・高断熱化建築を心がけます。
・広報やインターネットなどにより節電、省エネルギーなどの情報を収集します。
・家庭でのエネルギー消費量を減らすために、環境家計簿を利用します。
・高効率エネルギー機器の利用（家庭用燃料電池、LED 照明など）を心がけます。
・地元で生産された農産物や物品を優先して購入します。

■事業者の行動
・クールビズ・ウォームビズなどを導入し、事業所での地球温暖化防止、省エネルギー対
策を進めます。
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・事業所でのエネルギー消費量を減らすために、環境家計簿を利用します。
・高効率エネルギー機器の利用（事業所などでの調光式の蛍光灯や電圧調整装置、LED 照
明など）を心がけます。
・工場やオフィスを新築・増改築する際には、ESCO＊事業を導入するなど、よりエネルギ
ー消費が少なくなるよう心がけます。
・地元で生産された物品を優先して購入します。

コ ラ ム

環境家計簿

日本の一世帯当たりの平均 CO2 排出量は、年間 5,200kg-CO2
本市では、家庭で取り組める地球温暖化対策として、各家庭から排出される二酸化炭素
の削減量が一目でわかる環境家計簿の利用を啓発しています。環境家計簿は、愛知県のホ
ームページよりダウンロードすることができます。
普段の暮らしから CO2 はどれぐらい出ているのか、日本の一世帯当たりの平均と比べて
自分の家はどれぐらいなのか知ることによって、省エネ、節約の意識向上につながります。
環境家計簿入力シート ～暮らしのCO２チェック～
人
世帯の人数
2010 年
項目
電 気
都市ガス
Ｌ Ｐ ガ ス
水 道
灯 油
ガ ソ リ ン
軽 油
合計

使用量
kWh
ｍ３
ｍ３
３

ｍ
Ｌ
Ｌ
Ｌ

×
×
×
×
×
×
×

排出係数
0.47 ＝
2.1 ＝
6.5 ＝
0.36 ＝
2.5 ＝
2.3 ＝
2.6 ＝

10 月

CO２排出量

金額

kg-CO2

円

kg-CO2

円

kg-CO2

円

kg-CO2

円

kg-CO2

円

kg-CO2

円

kg-CO2

円

0.0 kg-CO2

0円

［使い方］
１．最初に処理したい「年」「月」を選択または入力して、 表 示

表示

登録
集計

ボタンを押してください。

登録済みのデータがある場合は保存された値が表示されます。

２．黄色セル

内に使用量、金額等を記入します。

CO2排出量は、各使用量に排出係数を掛けた値で、自動計算されます。

３．データ入力が終わりましたら、
４．

集計

登録

ボタンを押してデータを登録します。

ボタンを押すと、これまでのCO２排出量の一覧を表示・印刷することができます。

［使用量］
領収証などから、使用量等を読み取って「使用量」の欄に記入します。（2か月分が記録されている場
合、その値の2分の1を記入するか、あるいは、1か月おきに記入します。） 灯油・ガソリン・軽油は1か月
分を合計して記入します。
「使用量」の欄に記入した値に、「排出係数」を掛けた値が「CO２排出量」となります。
これらの「CO2排出量」の項目（使用した全ての項目）について合計したものが、あなたの家庭で使われ
たエネルギーに伴って排出された二酸化炭素の合計量になります。
◎この環境家計簿について、ご感想、ご質問、ご意見がございましたら、愛知県地球温暖化対策室へ
ご連絡ください。
E-mail ondanka@pref.aichi.lg.jp
T E L 052-954-6242
F A X 052-955-2029

資料：あいちエコチャレンジ 21 ホームページ
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取り組み１４

取り組み１４ 新エネルギーの普及促進
新エネルギーの普及促進

（１）取り組みの方向性
新エネルギーを普及促進するために、市は、公共施設において、太陽光発電設備をはじ
めとした新エネルギーを積極的に導入するとともに、市民、市民団体及び事業者が新エネ
ルギーを導入する際の助成の検討を行います。市民、市民団体及び事業者は、新エネルギ
ーの情報収集・設置を進めます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・学校などの公共施設において、太陽光発電設備など自然エネルギー利用設備の導入を図
ります。
・公共施設に太陽熱、風力などの新エネルギーの導入を検討します。
・今後開発される新エネルギー技術についても、随時導入を検討します。
・バイオマスエネルギーの導入を検討します。
・広報やインターネットなどにより、自然エネルギーの利用の啓発を行います。
・住宅への太陽光発電システムの設置に対し、補助を継続して行います。
・企業の環境にやさしい設備投資に対し、減税を含め、補助金の交付を検討します。

■市民、市民団体の行動
・太陽光発電システムの情報収集・設置を進めます。

■事業者の行動
・太陽光発電システムの情報収集・設置を進めます。
・施設におけるコージェネレーション＊システムの導入を進めます。
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コ ラ ム

太陽光発電システムのメリット

１ 地球温暖化防止
石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料を燃やすと CO2 が排出されます。しかし、太陽光
発電は CO2 を排出しないクリーンなエネルギーです。一般家庭の 1 年間の消費電力約
4,200kWh は、3～4kW の太陽光発電システムでほぼ全量を賄うことができ、非常に大きな
CO2 削減効果があります。
（1,200～1,600kg の CO2 削減）
資料：あいちエコチャレンジ 21 ホームページ

２ 大切な資源を次世代へと
石油などの化石燃料は、100 年もしないうちに枯渇するといわれています。しかし、太
陽光発電は半永久的です。

３ 光熱費節約
太陽光発電で発電した電気は家庭内で消費し、余った電気は電力会社に売却することが
できます。

資料：JPEA（太陽光発電協会）ホームページ

４ 停電のときに
地震や台風などの災害により、もしも長期間停電になった場合でも、太陽光発電なら自
立運転モードで電気を供給することもできます。

〔太陽光発電システム〕
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エコモビリティライフの推進
基本施策７ エコモビリティライフの推進
基本施策７
◆現状と課題
（１）環境の現状
■本市には、市内中央部を

〔年間利用者数〕

南北に名鉄犬山線が運行し （年度）
ており、名古屋方面、犬山

H14

1,679,545

4,332,177

H15

1,672,694

4,133,778

方面と結ばれています。ま

H16

1,650,458

4,069,703

た、名古屋市営地下鉄と相

H17

1,702,960

3,991,247

互乗り入れしているため、

H18

1,698,565

4,015,099

名古屋都心へのアクセスが

H19

1,751,689

4,014,025

極めて容易になっています。

0

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
徳重・名古屋芸大駅

市内各駅の年間利用者は、

西春駅

（人）

資料：愛知県「統計年鑑」

徳重・名古屋芸大駅はほぼ
横ばいですが、西春駅ではわずかに減少傾向にあります。
■本市には、名鉄バス 1 路線と、市の循環
バスが走っています。市の循環バス「きた
バス」は、西春駅を中心に、利用者のニー
ズに合わせて、朝に 6 路線、夕方に 6 路線、
昼間に 5 路線と運行しており、市民の移動
をサポートしています。平成 21 年度（2009

〔きたバス運行車両〕

年度）の利用者は、145,089 人/年となっています。
■本市では、公用車における低公害車＊の導入を積極的に推進しており、平成 21 年度末
（2009 年度末）時点での公用車 79 台中 39 台（49.4%）が低公害車となっています。

（２）課題の整理
■公共交通機関や自転車を利用することによって、地球温暖化の要因となる CO2 排出量の
抑制、交通渋滞などの交通公害の緩和、資源・エネルギー消費の抑制をもたらすため、自
動車の利用を極力減らし、公共交通機関や自転車の利用を促進する必要があります。また、
自動車を利用する際にはエコカーを選択し、エコドライブを心がけることで、少しでも CO2
排出量を抑え、環境負荷を少なくする必要があります。
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◆目標とする指標
環境指標
「きたバス」利用者数

現状値

目標値

145,089 人/年（H21 年度） 200,000 人/年（H32 年度）

〔きたバス〕
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◆目標達成に向けた取り組み
取１
り５組 み
５モビ
Mリ
Mテ
（ィモ
テメ
ィン
・トマ
メント）の推進
取り組み
Ｍ１
Ｍ（
・ビ
マリ
ネジ
）ネ
のジ
推進
（１）取り組みの方向性
市民一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な
自動車利用から公共交通などを適切に利用するなど）に変化することを促す交通政策であ
る、モビリティ･マネジメント＊を推進するために、市では、きたバスなどの公共交通機関
の利便性向上を推進します。市民、市民団体及び事業者は、自動車の使用をできるだけ控
え、公共交通機関や自転車を積極的に利用します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・交差点改良などの道路整備により、渋滞緩和を図り CO2 を削減します。
・鉄道交通機関の利便性を向上させるため、鉄道駅までのアクセス整備を行い、交通手段
の転換を進めます。
・駅周辺を歩いて暮らせるまちづくりを行い、駅周辺の CO2 を削減します。
・利用者のニーズに合わせたバス路線を設定します。
・駅、公共施設、病院、商業施設などと居住地域を結ぶ循環バスを運行します。
・通勤・通学者を対象に名鉄西春駅と居住地域を結ぶ路線バスを運行します。
・エコモビリティライフに関する啓発を行います。
・ノーカーデーの啓発を行います。
・自転車利用などにやさしい道路整備を進めます。
・近距離での自転車利用の充実を図ります。
・独自のエコポイント（仮称）による自転車利用者にポイントの付与を検討します。

■市民、市民団体の行動
・公共交通機関を積極的に利用し、自家用車の使用はできるだけ控えます。
・ノーカーデーに取り組みます。
・自転車を積極的に利用し、自家用車の使用はできるだけ控えます。

■事業者の行動
・従業員の通勤においては、公共交通機関の利用を促します。
・必要に応じ、通勤送迎バスの導入を検討します。
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・通勤時のノーカーデーに取り組みます。
・従業員の通勤においては、自転車の利用を促進します。

朝夕便

昼便

〔「きたバス」路線図〕
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りコ
組カみ
エラ
コイカ
エコドライブの推進
取り組み１６ 取エ
ー１
・６
エコド
ブー
の・
推進
（１）取り組みの方向性
エコカー・エコドライブを推進するために、市は、率先してエコカーを導入するととも
にエコドライブの啓発を行います。市民、市民団体及び事業者は、エコカーを選択すると
ともに、エコドライブを実践します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・自動車のアイドリングストップ運動などのエコドライブを推進します。
・ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車などの普及・啓発を積極的に行います。
・プラグインハイブリッド車＊などの率先導入を図ります。

■市民、市民団体の行動
・日常生活において自動車を運転する際には、アイドリングストップなどのエコドライブ
を心がけます。
・自家用車を適正に整備するとともに、買い換え時にはハイブリッド車、電気自動車、燃料
電池車などの低公害車を選択します。

■事業者の行動
・事業活動において自動車を運転する際には、アイドリングストップなどのエコドライブ
を心がけます。
・保有車両を適正に整備するとともに、買い換え時にはハイブリッド車、電気自動車、燃料
電池車などを選択します。
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コ ラ ム

エコドライブ 10 のススメ

車から排出される CO2 排出量を極力少なく抑えるために、以下の 10 項目を念頭において
運転するように心がけましょう。

「やさしい発進を心がけましょう」
普通の発進より少し緩や
かに発進するだけで 11％
程度燃費が改善します。

６．暖機運転は適切に
「エンジンをかけたらすぐ出発しましょう」
現在販売されているガソリン乗用車に
おいては暖機不要です。5 分間暖機すると
160cc 程度の燃料を浪費するので、全体の
燃料消費量は増加します。

２．加速減の少ない運転

７．道路交通情報の活用

１．ふんわりアクセル「e スタート」

「車間距離は余裕をもって、交通状況に応じ
た安全な低速走行に努めましょう」

「出かける前に計画・準備をして、渋滞や道路
障害等の情報をチェックしましょう」

車間距離を詰めたり、速度にムラのある
走り方をしたりすると、加速減の機会も多
くなり、市街地で 2％程度、郊外で 6％程
度燃費が悪化します。

1 時間のドライブで、道
に迷って 10 分余計に走行
すると、14％程度の燃費悪
化に相当します。

３．早めのアクセルオフ

８．タイヤの空気圧をこまめにチェック

「エンジンブレーキを積極的に使いましょう」
エンジンブレーキを使う
と、燃料の供給が停止される
（燃料カット）ので、2％程
度燃費が改善されます。

「タイヤの空気圧を適正に保つなど、確実な点
検・整備を実施しよう」
タイヤの空気圧が適正値より 50kPa
（0.5kg/cm2）不足した場合、市街地で 2％
程度、郊外で 4％程度燃費が悪化します。

４．エアコンの使用を控えめに

９．不要な荷物は積まずに走行

「車内を冷やし過ぎないようにしましょう」

「不要な荷物は積まないようにしましょう」
100kg の不要な荷物を
載せて走ると、3％程度
燃費が悪化します。車
の燃費は荷物の重さに敏感です。

気候条件に応じて、こまめに温度・風量
の調整を行いましょう。外気温 25℃のとき
に、エアコンを使用すると 12％程度燃費が
悪化します。

５．アイドリングストップ

１０．駐車場所に注意

「無用なアイドリングをやめましょう」
10 分間のアイドリング（ニュートラルレ
ンジ、エアコン OFF
の場合）で、130cc
程度の燃費を浪費し
ます。

「渋滞などをまねくことから、違法駐車はやめ
ましょう」
違法駐車は渋滞をもたらします。平均速
度が 40km から時速 20km に落ちると、31％
程度の燃費悪化に相当します。
資料：チャレンジ 25 ホームページ
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緑化の推進
基本施策 8 緑化の推進
基本施策８
◆現状と課題
（１）環境の現状
■緑は、生活にやすらぎと潤いを与えるだけでなく、まちの良好な環境や景観を形成する
ほか、健康づくりやレクリエーション、防災においても重要な役割を果たします。また、
植物が蒸散する際に、空気を浄化させ、周辺の気温を下げる働きもあります。しかし、本
市は平坦であり、里山や森などがなく、公園も少ないことから緑地が少なくなっています。
■本市の緑の現状や緑に対するニーズを踏まえ、まちの緑について将来のあるべき姿と、
それを実現していくため、平成 21 年（2009 年）3 月に「北名古屋市緑の基本計画」を策定
しました。
■ヒートアイランド現象は、都市部の気温が周辺と比べて異常に高くなる現象であり、都
市の規模が大きいほど起こりやすい現象です。対策を行わなければ、人口が集中する場所
ではどこでも起こりうる現象です。本市も例外ではなく、平成 13 年（2001 年）の地表面
温度分析で本市の温度は、愛知県東部の山間部に比べ地表面温度は高く、30 度を超える箇
所が多くなっています。

〔愛知県内の地表面温度分析〕
資料：愛知県「ヒートアイランド緩和対策マニュアル」
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（２）課題の整理
■「北名古屋市緑の基本計画」に沿って、道路や公園などの公共施設の緑化を積極的に進
めるとともに、市民、市民団体及び事業者に緑化に対する啓発を行い、市民意識の高揚を
図っていく必要があります。
■市街地の緑は、CO2 の吸収やヒートアイランドの緩和、生活にやすらぎを与える効果な
ど様々な恩恵をもたらすため、市街地の緑化を推進する必要があります。

◆目標とする指標
環境指標
市域全体における緑地率※

現状値

目標値

6.4％（H21 年度）

7.1％（H32 年度）

※緑地率（％）＝緑地面積（ha）／都市計画区域面積（ha）
市域全体における緑地率は、北名古屋市緑の基本計画にて、平成 29 年度の目標値が「7.1％」と設定され
ています。

〔コッツ山公園〕
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◆目標達成に向けた取り組み
み発
１７
取り組み１７ 緑化の取
推り
進組
・啓

緑化の推進・啓発

（１）取り組みの方向性
緑化を推進するために、市は、公共施設の緑化を推進するとともに、緑化活動の啓発を
行います。市民、市民団体及び事業者は、市の緑化活動に参加し、敷地内の緑化に取り組
みます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・公共施設の屋上緑化や壁面緑化による「緑のカーテン＊」を推進します。
・公園、道路、学校などの公共施設に樹木の植栽を推進します。
・水辺の回廊・文化の回廊計画に基づき、緑のネットワークの形成を図ります。
・遊休農地の利活用による緑のネットワークの形成を図ります。
・緑の基本計画に基づき、計画的に公園緑地整備を推進します。
・企業への奨励金などによる緑化の推進を検討します。
・広報やインターネットなどにより緑化の効果とその取り組みの啓発を行います。
・公共施設における樹木などの樹名板設置を継続して行い、緑化への関心を高めます。
・緑化優良工場などを表彰団体として推薦などを行い、事業者の環境に対する意識の向上
を図ります。
・緑化マニュアルや緑化パンフレットなどを活用し、市民の緑化に対する意識の啓発を行
います。
・土地区画整理事業や宅地開発などに際し、法に定める面積に加え、地域の特性に合わせ
て公園・緑地を整備します。
・アダプト・プログラム＊を活用し、市民団体の協力を得て、公共空間の緑化を推進します。

■市民、市民団体の行動
・宅地内での「緑のカーテン」に取り組みます。
・生垣の設置、庭やベランダの緑化などを進めます。
・アダプト・プログラムに参加し、公共空間の緑化に取り組みます。

■事業者の行動
・敷地内での「緑のカーテン」に取り組みます。
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・事業所の敷地への生垣の設置や、屋上緑化などを進めます。

コ ラ ム

緑のカーテン

■緑のカーテンとは？
ツルが伸びて何かに巻きついて伸びる種類の植物（ツル性植物）
でつくる、自然のカーテンのことです。

■緑のカーテンに適している植物
ヘチマ、きゅうり、ゴーヤ、アサガオなど

■緑のカーテンの効果
コンクリートでできたベランダがある家などでは、保温性の高いコンクリートにより
暑くなり、なかなか温度が下がりません。そのため、部屋の布カーテンだけではなく、
家の外で日射しをさえぎる必要があります。緑のカーテンは、葉の気孔から水分を蒸散
することで、周囲の温度を下げ、葉の間を通り抜ける涼しい風が部屋の温度を下げてく
れます。緑のカーテンがある部屋とない部屋では、5℃前後差が出ます。

■本市での取り組み
本市では、平成 22 年度（2010 年度）に、市役所などの公共施設 40 か所に緑のカーテ
ンを設置しました。

〔総合福祉センターもえの丘における緑のカーテン〕
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第４節 身近な自然が保全され、ゆとりのあるまち
身近な自然の保全
基本施策 9 身近な自然の保全
基本施策９
◆現状と課題
（１）環境の現状
■平成 22 年（2010 年）、名古屋市で「生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP＊10）
」が
開催されました。この年は、国連の定めた「国際生物多様性年」であり、平成 14 年（2002
年）の COP6（オランダ・ハーグ）で採択された「締約国は現在の生物多様性の損失速度
を 2010 年までに顕著に減少させる」という「2010 年目標」の目標年にもあたります。
■市街地周辺に農地が点在し、その外側を新川や五条川、合瀬川、水場川などの河川が市
域の境界などに沿って流れています。特に、合瀬川や五条川は、春には河川沿いの桜並木
が市民にやすらぎと潤いを与えています。また、河川のような身近な水辺の環境は、市民
に憩いの場を提供するだけでなく、動植物の生息・生育環境を担っています。
■本市には大きな河川はなく、上水の多くは木曽
川の水を水源としています。水は生命の源である

（件）

〔雨水貯留施設補助件数〕

10

とともに、限りあるものです。また、宅地化が進
んで多くの田畑がなくなったことから、昔より多

8

くの水がいっきに川へ流れ出るようになり、水害

6

が発生する恐れがあります。水資源の有効利用に

4

よって、水資源の保全や、水循環を健全に保つこ
とで、洪水や河川の氾濫などの予防に繋がります。
本市では、雨水貯留施設を各家庭に設置していた

2
0
H18

H19

H20

H21 （年度）

だけるよう、補助金制度を設けています。平成 21
年度（2009 年度）における雨水貯留施設補助は、9 件となっています。
■里山や森などが無く、平坦な地形の本市で、まとまった樹林となっているのは、高田寺
や白山社、熊野神社などの歴史風土を物語る社寺境内地の樹林です。また、松林寺の亀甲
竹林や伊吹木、白山社のツブラシイ、長岳院のクロマツなどが市天然記念物に指定されて
います。
■日本にもともといなかった外来生物の中には、日本固有の生物と比べて繁殖力が強く、
交雑して雑種を生み出してしまうなど、元来の生態系に被害をもたらすものもあり、特定
外来生物＊として定められています。本市でも、特定外来生物であるアライグマ、ヌートリ
ア、カダヤシなどが確認されています。
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（２）課題の整理
■本市の貴重な自然環境を保全していくために、河川などの身近な自然を保全していく必
要があります。
■限りある水資源の保全と確保のために、節水への取り組みや雨水などを有効利用し、健
全な水循環の構築への取り組みを実施する必要があります。
■社寺林は、市民にとって身近にふれあえる緑地であり、本市の歴史を将来に伝える緑地
として貴重な資源であるため、保全していく必要があります。
■特定外来生物に対して駆除などの有効な対策を行い、本市の元来の生態系の保全を図る
必要があります。

◆目標とする指標
環境指標

現状値

目標値

社寺境内地における緑地面積※

9.64ha（H19 年度）

現状維持

雨水貯留施設補助件数（累計）

17 基（H18－H21 年度）

120 基（H32 年度）

42 件（H20－H21 年度）

240 件（H32 年度）

浄化槽の雨水貯留施設への
転用件数（累計）

※社寺境内地における緑地面積は、北名古屋市緑の基本計画にて、平成 29 年度の目標値が「現状維持」と設
定されています。

〔合瀬川のさくら〕
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◆目標達成に向けた取り組み
み全
１８
取り組み１８ 河川生取
態り
系組
の保

河川生態系の保全

（１）取り組みの方向性
河川のような身近な水辺の生態系を保存するために、市は、河川の現状調査を実施し、
現状把握をするとともに、保全活動に取り組みます。市民、市民団体及び事業者は、現状
調査やリバーフレンドシップ制度＊など、保全活動に積極的に参加します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・河川の生物の現状調査を行います。
・野生動植物の生息、生育場所（ビオトープ＊）づくりを進めます。
・ビオトープの維持管理を行い、生態系の保全・再生を図ります。
・河川の生態系に配慮しながら魚種の育成を図り、河川環境の改善と水産資源の育成を推
進します。
・河岸環境の保全のため、地域住民や河岸利用者、周辺自治体と連携した清掃活動を実施
します。
・清掃や除草などの河川愛護活動を実施する団体を育成します。
・身近な環境保護に関する意識の啓発を図るため、「リバーフレンドシップ制度」の推進を
図ります。

■市民、市民団体の行動
・河川の生物の現状調査に参加します。
・河川環境の保全のための清掃活動、
「リバーフレンドシップ制度」に参加します。
・河川にごみのポイ捨てや不法投棄はしません。

■事業者の行動
・河川環境の保全のための清掃活動、「リバーフレンドシップ制度」に参加するとともに、
市民の活動を支援します。
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〔ふるさと広場におけるビオトープ〕

コ ラ ム

北名古屋市の生態系

■動物
愛知県レッドデータブック動物編（2009）によると、本市には 4 種の重
要な種が生息する可能性があるとされています。特に、ナゴヤダルマガエ
ルは西春日井郡師勝村が基準産地ですが、現在は市街化が進行し、絶滅状
態にあるようです。
〔本市に生息する可能性のある重要な種〕

重要な種

爬虫類
両生類
魚 類
昆虫類

イシガメ(☆)
トウキョウサンショウウオ(☆☆☆)、ダルマガエル(☆)
メダカ(☆)
フタスジサナエ(☆☆)、ベッコウトンボ(☆☆☆)、オオキトンボ(☆☆☆)

※☆印は、各種の重要性を表しており、環境省レッドデータブック・レッドリスト及び愛知県
レッドデータブックのカテゴリーを参考にしています。

また、河川水辺の国勢調査（2001）によると、新川（比良新橋）ではマハゼ、コウラ
イモロコ、ギンブナなど 21 種の魚類が確認されています。

■植物
愛知県レッドデータブック植物編（2009）によると、岩倉西春地区（岩倉市、豊山町、
北名古屋市、清須市）には、13 科 17 種の重要な種が生育するとされており、フジバカ
マなど、河川敷や水田などの低湿地環境に生育する種が多く含まれています。
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取り組み１９ 水の有効取
利り
用組 み １ ９

水の有効利用

（１）取り組みの方向性
水を有効に利用し、水資源の保全、健全な水循環を保つために、市は、雨水貯留施設の
設置を推進するとともに、節水と水の有効利用の啓発を行います。市民、市民団体及び事
業者は、節水と雨水の有効利用に努めます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・市民、市民団体及び事業者に対して、節水意識の啓発を行います。
・雨水貯留施設の設置について補助を行います。
・公共施設において雨水貯留施設の設置を進めます。
・歩道や公園などの公共施設への透水性舗装や、道路側溝などへの雨水浸透桝の設置を進
めます。
・北名古屋水道企業団と連携の上、上水道の漏水対策を推進し、水道水の効率的な提供を
目指します。
・北名古屋水道企業団と連携の上、広報やインターネットなどにより水の有効利用と節水
意識の啓発を行います。
・各世帯敷地内の雨水集水桝を浸透桝にするよう啓発を行います。
・浄化槽の雨水貯留施設への転用、地下浸透施設の設置を支援します。

■市民、市民団体の行動
・日常生活における節水に努めます。
・宅地内の雨水集水桝を浸透桝にするように努めます。
・宅地内における、浄化槽の雨水貯留施設への転用、雨水貯留施設や地下浸透施設の設置
に努めます。

■事業者の行動
・工場などにおける節水に努めます。
・雨水貯留施設や地下浸透施設の設置など、雨水の有効利用に努めます。
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■宅地内における 3 つの雨水利用方法

■雨水流出抑制施設を設置することによって

〔宅地内における雨水利用〕
資料：愛知県「雨水貯留タンクなどの助成制度紹介リーフレット」
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み２０
取り組み２０ 社寺林取
等り
の組
保全

社寺林などの保全

（１）取り組みの方向性
歴史風土を物語り、市民にとって身近にふれあえる緑地である社寺林などを保全するた
めに、市は、現状調査を実施し、現状把握を行うとともに、市民、市民団体及び事業者へ
保全意識の啓発を行います。市民、市民団体及び事業者は、社寺林などの保全に努めます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・社寺林など身近な自然の現状調査を行います。
・市街地の中に残る社寺林などの民間緑地について、市民、市民団体及び事業者の保全意
識の啓発を進めます。
・保存樹の指定を検討します。
・宅地内の庭木などの保護に対する奨励金の交付を検討します。

■市民、市民団体の行動
・社寺林など身近な自然の現状調査に参加します。
・市街地の中に残る社寺林などの民間緑地の保全に努めます。

■事業者の行動
・市街地の中に残る社寺林などの民間緑地の保全に努めます。

〔熊野神社〕
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〔神社・寺院分布図〕

コ ラ ム

市の指定天然記念物
■ツブラシイ（白山社）

■亀甲竹(松林寺)

高さ約 9m、幹囲り 4m の
下部の節間が亀甲
大木で、伊勢湾台風によ
状になった珍しい
っ て上 部を欠 損し まし
竹です。仏面竹と
たが、樹勢は旺盛です。
もいい、昔から弘
法大師や見真大師
の杖と呼ばれ、仏
家の奇瑞（きずい） ■クロマツ（長岳院）
と説かれていまし
高さ約 8m、幹囲り
た。
2m20cm と、現在、
本市に残っている
松では最大のもの
です。伊勢湾台風を
のりこえた貴重な
大木です。
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みへ
２の
1対策
特定外来生物への対策
取り組み２１ 特定取
外り
来組
生物
（１）取り組みの方向性
本市の元来の生態系を保全するために、市は、特定外来生物の駆除などを含めた対策を
実施します。市民、市民団体及び事業者は、特定外来生物を放流、遺棄しないように努め
ます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・アライグマ、ヌートリアなどの特定外来生物による鳥獣被害の防止に努め、作物を保全
します。
・特定外来生物について、駆除などを含めた対策を実施します。
・特定外来生物が市民によって放流・遺棄されることのないように情報提供を行います。
・ジャンボタニシ、ミシシッピアカミミガメなどの要注意外来生物*についても、生態系に
悪影響を及ぼしうることから、市民、市民団体及び事業者に適切な取り扱いの啓発を行
います。

■市民、市民団体の行動
・特定外来生物を放流したり、遺棄したりしません。

■事業者の行動
・特定外来生物を放流したり、遺棄したりしません。
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コ ラ ム

本市で確認された特定外来生物

■アライグマ
大変凶暴であり、捕食対象が非常に幅広
いため、元来の生態系や農作物に被害を
及ぼしています。本市でも頻繁に野生化
したアライグマが確認されています。

■カダヤシ
メダカによく似ており、繁殖力が強く成
長が早く、自種を含む淡水魚の卵や稚魚
を多く補食するため、メダカの減少の原
因のひとつと考えられています。

■ヌートリア
毛皮を取るために移入したものが野生
化し、食害や岸辺への巣穴により、水田
の稲や畑の根菜類に被害を及ぼしてい
ます。

資料：環境省ホームページ
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農地の保全
基本施策 10 農地の保全
基本施策１０
◆現状と課題
（１）環境の現状
■身近な自然である農地は、食料供給という私た
ちの暮らしを支えるだけでなく、多くの生物に生
息・生育環境を提供し、美しい田園風景を形成し
ています。しかし、農業後継者の不足、市街地の
拡大などから、本市の経営耕地面積は減少傾向に
あります。また、後継者不足などの原因で、農作
物が 1 年以上作付けされない遊休農地が、本市で
もみられます。

〔本市の田園風景〕
〔経営耕地面積〕

（年）
H18

3,380,789

H19

3,310,461

1,546,645

H20

3,269,117

1,525,403

H21

3,213,875

1,499,344

H22

3,185,888

1,475,207

0

1,000,000 2,000,000

1,579,538

3,000,000

4,000,000 5,000,000

田
畑

6,000,000 （ｍ2）

■本市では、野菜栽培などを通じ、自然にふれあうことや農業に対する理解を深めてもら
うため、レジャー農園を開設しています。平成 21 年度（2009 年度）でレジャー農園数が
49 か所、838 区画と、一人当たりの区画数は、全国の中でも高い水準にあります。

（２）課題の整理
■私たちが緑と生態系を身近に感じることができる農地の保全を図る必要があります。

◆目標とする指標
環境指標

現状値

目標値

レジャー農園数（累計）

49 か所（H21 年度）

60 か所（H32 年度）

レジャー農園区画数（累計）

838 区画（H21 年度）

900 区画（H32 年度）
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◆目標達成に向けた取り組み
取り組み２２
取り組み２２ 農地の保全

農地の保全

（１）取り組みの方向性
身近な自然であり、田園風景に欠かせない農地を保全するために、市は、市民、市民団
体及び事業者への保全活動を通じて啓発を行います。市民、市民団体及び事業者は、農地
の保全活動に取り組みます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・市街化調整区域の農地の適正な保全を進めます。
・生産緑地地区に指定された農地の適切な保全を指導します。
・特定法人へ遊休農地の貸付を推進し、農地の保全に努めます。
・児童・生徒による地元での稲作体験の実施を推進するなど、生産者と消費者との関係強
化を推進します。
・水田などの農地に多様な生物を呼び戻すために減農薬の取り組みを行います。
・レジャー農園などを整備し提供します。

■市民、市民団体の行動
・地元での稲作体験など、地域の農地保全活動に参加します。
・レジャー農園の積極的な活用、適正な管理に努めます。

■事業者の行動
・農地の登録制度を活用し、遊休農地の解消を図ります。
・児童・生徒を対象に地元での稲作体験などを実施するなど、消費者との関係強化を図り
ます。
・水田などの農地に多様な生物を呼び戻すために減農薬に努めます。
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ゆとりある住環境の整備
基本施策 11 ゆとりある住環境の整備
基本施策１１
◆現状と課題
（１）環境の現状
■本市では、多様な文化資源をネットワークし、各地域の個性豊かな文化・芸術活動の融
合と活性化を図る軸として「文化の回廊」、市内を流れる新川、五条川、合瀬川、水場川、
鴨田川などの貴重な自然を活用し、市民との連携により美しい川づくり、緑地づくりを進
め、親水空間を整備し、ゆとりと潤いのあるまちづくりを図る軸として「水辺の回廊」を
設定しており、良好な街並みの形成を目指し、整備を進めています。
■本市は、平成 20 年（2008 年）に、名古屋芸術大学と「北名古屋と名古屋芸術大学との
連携に関する協定」を締結しました。名古屋芸術大学と連携し、芸術性豊かな文化の感じ
られる景観を形成するために、名古屋芸術大学西キャンパス北側の「アートエリアロード」
、
県道名古屋江南線（県道 63 号線）
、県道西春停車場線（県道 164 号線）では、アートをキ
ーワードに街並みづくりが進められており、歩道にはモニュメントが設置されています。
■自然と身近にふれあえる公園は、レクリエーション機能を持ち、市民の憩いの空間とな
り、災害時の避難場所になるとともに、都市に良好な景観を創出します。また、自然との
ふれあいは、私たちの生活にやすらぎと潤いを与えるとともに、地域のコミュニティ形成
にも重要な役割を果たします。
■本市の都市公園は、地蔵公園やコッツ山公園などの街区公園が 13 か所（約 3.73ha）、都
市緑地としてふるさと広場が 1 か所（約 0.14ha）あるのみで、総合公園や運動公園などの
大規模公園、近隣公園などは整備されていません。市の都市公園の市民一人当たりの面積
は、0.48m2 であり、県平均の 7.18m2 や全国平均の 9.48m2 を大きく下回っており、不足して
いる状態にあります。

（２）課題の整理
■良好な都市景観を形成していくために、地域が持つ個性を活かしながら、美しい街並み
の形成、自然と調和した風景の保全に取り組んでいく必要があります。また、まちを美し
く保つためには、環境美化も重要であり、マナーの向上を推進する必要があります。
■市民がゆとりをもって暮らせる生活空間を形成するために、適切な土地利用を図る必要
があります。
■やすらぎと潤いのある生活空間を形成し、市民が自然環境の保全に理解を深めるために、
自然と身近にふれあえる公園や水に親しめる空間の整備を進める必要があります。
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◆目標とする指標
環境指標

現状値

目標値

都市公園数※

14 か所（H21 年度）

27 か所（H32 年度）

一人当たりの都市公園面積※

0.48 ㎡（H21 年度）

1.98 ㎡（H32 年度）

※北名古屋市緑の基本計画にて、平成 29 年度の目標値は、都市公園数が「27 か所」、一人当たりの都市公園
面積が「1.98m2」と設定されています。

〔市内の都市公園〕
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◆目標達成に向けた取り組み
取景り
２・
３保全都 市 景 観 の 形 成 ・ 保 全
取り組み２３ 都市
観組
のみ
形成
（１）取り組みの方向性
美しい都市景観を形成・保全するために、市は、自然の保全を図るとともに、周辺の景
観や環境と調和した景観の形成を進めます。また、市民、市民団体及び事業者の地域での
活動を支援し、環境美化を推進します。市民、市民団体及び事業者は、地域の活動に参加
し、環境の美化に心がけます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・「景観法」に基づき、景観デザインのガイドラインとなる景観計画の策定を検討します。
・自然の保全を図るとともに、周辺の景観や環境との調和に配慮した公共施設の整備を進
めます。
・デザインを統一した交通案内標識類の設置を検討します。
・啓発事業による市民意識の高揚を図るとともに、地区計画制度や建築協定の活用により
民間施設の良好な景観形成を進めます。
・安全で快適な通行空間を確保し、都市景観を向上させるため、電線類地中化整備を推進
します。
・名古屋芸術大学などの協力を得て、芸術性豊かな文化の感じられる景観を形成します。
・水辺の回廊や文化の回廊、アートエリアロードなど、個性豊かな街並み空間づくりを進
めます。
・景観形成作物（レンゲ、コスモス、菜の花など）の栽培を促進し、緑地景観としての保
全を行います。
・市街化調整区域の乱開発防止に努めるとともに、遊休農地を農地に回復し、美しい田園
風景を保全します。
・放置自転車の対策や駐輪場の整備を進めます。
・ごみのポイ捨てや犬のフンの始末の指導、啓発を行うとともに、清掃の日を制定し、全
市的な環境美化の取り組みを行います。
・地域での清掃など環境美化推進活動を支援します。
・良好な景観形成に寄与する建造物や市民活動などに対する表彰や、講演会の開催などを
通じ、景観に関する市民意識の高揚や人材育成を図ります。
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■市民、市民団体の行動
・建物の外観と周辺の景観が調和するように努めます。
・自転車を放置せず、駐輪場の適切な使用を心がけます。
・ごみのポイ捨てをせず、犬のフンの始末をします。
・地域での清掃などの環境美化推進活動や、良好な景観形成に関する講習会などに参加し
ます。

■事業者の行動
・建物の外観と周辺の景観が調和するように努めます。
・広告物のデザインや形状、色彩は、周囲の景観に配慮したものにします。
・地区計画制度や建築協定などにより、良好な都市景観の形成に努めます。
・地域での清掃などの環境美化推進活動に参加します。

〔街並み・景観方針図〕
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取と
りり組
４空間
ゆのと
取り組み２４ ゆ
あみ
る２
生活
整り
備あ る 生 活 空 間 の 整 備
（１）取り組みの方向性
ゆとりある生活空間を形成するために、市は、ゆとりある街区や歩道の整備など土地利
用を計画的に進めます。市民、市民団体及び事業者は、ゆとりある生活空間の形成に協力
します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・市街地における緑のオープンスペースは、土地区画整理事業や宅地開発などを通じて計
画的に確保し、用途地域に沿ったゆとりある土地利用を進めます。
・ポケットパークや緑の豊かな道など潤いのある都市空間の整備と、子どもや高齢者、自
転車利用者にやさしい歩道の整備など、人にやさしく、ゆとりある生活空間の整備を進
めます。
・中高層建築物の建築時における指導により、電波障害対策などに配慮した生活空間の形
成を進めます。
・屋外の夜間照明において、LED 照明などの環境にやさしい照明の啓発を行います。
・ユニバーサルデザイン＊に配慮した交通環境の整備を推進します。
・駅周辺のバリアフリー化を図ります。

■市民、市民団体の行動
・環境共生住宅など環境にやさしく、ゆとりある生活空間を形成します。

■事業者の行動
・中高層建築物の建築の際、電波障害対策や日照に配慮します。
・屋外の夜間照明において、環境にやさしい照明となるよう配慮します。
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り園
組やみ
公る
園空や
親しめる空間の整備
取り組み２５ 取公
水２
に５
親しめ
間水
のに
整備
（１）取り組みの方向性
市は、自然とのふれあいの場として、都市公園、親水公園の整備を進めるとともに、既
存のふれあいの場について活用を図ります。市民、市民団体及び事業者は、自然とのふれ
あいの場の活用や管理、運営に参加・協力します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・緑や水と親しめる空間として都市公園の整備を進めます。
・市民の参加・協力を得て、公園の計画立案や利用の促進、維持管理を行います。
・「水辺の回廊計画」に基づき、市内を流れる河川において、親水護岸の整備にあわせ、親
水公園として整備を進めます。
・市民の参加、協力を得て、河川など水に親しめる空間の維持管理を行います。

■市民、市民団体の行動
・都市公園や親水公園などの緑や水と親しめる空間を活用します。
・地域における公園の計画立案・維持管理に参加・協力します。
・地域における河川など水に親しめる空間の維持管理に協力します。

■事業者の行動
・地域における公園の計画立案・維持管理に参加・協力します。
・地域における河川など水に親しめる空間の維持管理に協力します。

〔文化の森・伝説物語の広場〕
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第５節 次世代に誇れるまち
歴史・文化の継承
基本施策 12 歴史・文化の継承
基本施策１２
◆現状と課題
（１）環境の現状
■本市の歴史的遺産や伝統文化は、地域の特性、地域の誇りを創出するとともに、地域を
活性化させ、生活環境を快適にするために重要な役割を果たしています。本市の東部に位
置する高田寺には、国の指定文化財である高田寺本堂、木造薬師如来坐像、県の指定文化財
である木造大黒天立像を有しており、市内や遠方から訪れる方が数多く見受けられます。また、
本市には、神楽太鼓が鳴り響く白山社や、明治の面影を残す旧加藤家住宅など、他にも指定文
化財を有しており、市全体で、2 件の国指定文化財、5 件の県指定文化財、36 件の市指定文

化財があり、多くの歴史的資源が保存されています。
■本市には、名古屋芸術大学があり、アートエリアロード、県道名古屋江南線（県道 63
号線）に彫刻が整備されています。また、平成 21 年度（2009 年度）には県道西春停車場
線（県道 164 号線）の歩道にモニュメント 10 基が設置され、市民が芸術や文化にふれあえ
る機会が提供されています。

（２）課題の整理
■本市の個性を演出する上でかけがえのない貴重な歴史的遺産、伝統文化を保存・継承し、
有効活用することで、次世代へと引き継いでいく必要があります。
■市民が芸術性豊かな文化を感じることができるように、今後も名古屋芸術大学と連携し
た取り組みを行う必要があります。
■市民が、文化活動にふれあう場である文化施設の充実と有効活用を図る必要があります。

◆目標とする指標
環境指標
市指定文化財
教育文化施設一日当たりの
利用者数

現状値

目標値

36 件（H21 年度）

40 件（H32 年度）

2,509 人/日（H21 年度）

3,000 人/日（H32 年度）
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〔モニュメント位置図〕

〔アートエリアロード〕
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◆目標達成に向けた取り組み
組産
みの
２保６
史的遺産の保存・活用
取り組み２６ 歴取
史り
的遺
存・歴
活用
（１）取り組みの方向性
歴史的遺産は、地域の特性を創出し、地域の活性化につながり、快適環境を形成するう
えで非常に重要な役割を果たしています。歴史的遺産を守り活用し、次世代に引き継いで
いくために、市は、歴史的遺産の保存、活用を図るとともに、保存活動に支援を行います。
市民、市民団体及び事業者は、地域に伝わる伝統行事の保存活動などに参加します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・文化財の調査を行い、その保護、保存や活用を図ります。
・地域における歴史的遺産の保護活動への支援を進めます。
・地域に伝わる伝統行事や祭りなどへの子どもたちの積極的な参加を進めて、伝統行事や
文化に直接ふれる機会を創出します。
・歴史・文化に関するパンフレットを作成・配布します。
・地域の伝統行事の保存活動への支援を行います。
・地域の伝統産業への支援を行います。
・無形民俗文化財などの指導者、後継者の育成への支援を行います。

■市民、市民団体の行動
・地域に伝わる伝統行事や祭り、伝統行事の保存活動などへ積極的に参加します。
・無形民俗文化財などの指導者、後継者の育成に努めます。

■事業者の行動
・地域に伝わる伝統行事や祭りなどへ参加し、伝統行事の保存活動へ支援します。
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み成
２７
取り組み２７ 文化的取
環り
境組
の形

文化的環境の形成

（１）取り組みの方向性
文化活動は、市民のコミュニケーションの機会となり、地域の活性化につながります。
文化活動が活発に行われるような文化的環境を形成するために、市は、文化施設の充実と、
文化活動の支援を行います。市民、市民団体及び事業者は、文化施設を活用するとともに、
文化活動に積極的に参加します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・文化活動を進める場として文化施設の充実を図ります。
・施設や文化財の案内板を計画的に整備します。
・各種文化事業や講座など、市民の文化活動を支援します。
・適切な指導、助言などにより文化団体を育成します。
・文化意識を高めるよう、文化情報の提供を図ります。

■市民、市民団体の行動
・文化活動を進める場として文化施設を活用します。
・各種文化事業や講座など、文化活動に積極的に参加します。

■事業者の行動
・文化活動に自主的に取り組むとともに、市民の活動を支援します。

コ ラ ム

市の資料館・文化施設

■歴史民俗資料舘（昭和日常博物館）

■文化勤労会館
客席が 754 席ある大
ホールや楽屋、研修
室や会議室、料理
室、工作室、図書館
が設備されており、
市民がいきいきと
した文化活動を育
む場所となってい
ます。

昭和の日常を伝
える貴重な資料
が展示されてお
り、親から子へ、
孫たちへ、今を
生きる人々の記
憶をつなぐ博物
館となっていま
す。
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基本施策１３
環境学習の推進
基本施策 13 環境学習の推進
◆現状と課題
（１）環境の現状
■本市の子どもたちが、環境について学ぶことで環境に関心を持ち、環境活動のリーダー
となるように、小学校高学年を対象とした「環境学習講座」を実施しています。
「地球温暖
化を学ぶ」や「ミニビオトープをつくろう」など、様々なテーマで実施しており、子ども
たち自身が地球環境を考え、生活環境を変えていく、しなやかな感性を育てています。
■本市の西春中学校は、環境省モデル事業「学校エコ改修と環境教育事業」の指定を受け、
平成 17 年度（2005 年度）から事業を進めており、ワークショップから生徒の意見を取り
入れ、校舎を環境に配慮したものに改修しました。
■本市では、市民が気軽に野菜の栽培などの農作業ができるように、遊休農地を活用した
レジャー農園を開設しています。また、農作業を通じ、市民に自然にふれあうことや農業に
対する理解を深めてもらうため、レジャー農園での講習会「農業塾」を開催し、農業体験の機

会を提供しています。
■本市では、市民一人ひとりが食に関する正しい知識と習慣を身につ
け、健康な食生活を実践するために、平成 21 年（2009 年）3 月に「北
名古屋市食育推進計画」を策定しました。食育推進計画に沿って、
「食
育プチまつり」などの食育の推進を行っています。また、本市には、
食育に係る団体がいくつかあり、そのひとつである「食生活改善推進
協議会」では、
「食生活改善推進員（ヘルスメイト）
」が、健康づくり
のための料理教室の開催や食に関する知識の普及・啓発など、様々な
活動を行っています。

〔食育プチまつり〕

（２）課題の整理
■将来を担う子どもたちが、環境に配慮した行動の実践者となるように、環境教育、環境
学習を行うことが必要です。また、子どもたちの模範となるように、大人や事業者も環境
に対する理解を含め、実践していくことが重要です。環境学習施設の整備を推進するとと
もに、家庭・学校・地域など多様な場で、それぞれ年齢階層に応じた環境教育、環境学習
を推進していく必要があります。

◆目標とする指標
環境指標
農業塾の年間実施講座数

現状値

目標値

H22 年度より実施

10 回/年（H32 年度）
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コ ラ ム

西春中学校のエコ改修

西春中学校は、環境省「学校エコ改修と環境教育事業」のモデル校として、平成 17 年
度（2005 年度）から平成 20 年度（2008 年度）にエコ改修工事を進めてきました。
〔可動ライトシェルフ〕

〔太陽光パネル〕

〔風の塔と自動開閉式窓〕

教室内は、窓を大きくとり、
可動ライトシェルフで日差し
を調節することで、自然採光
で十分な明るさを確保し、季
節に合わせた快適な環境を生
み出しています。

屋上には太陽光パネルを
設置し、10kWh の電気を
発電し、電気使用量を減
らしています。

「風の塔」で、締め切った
部屋にこもった熱を自動
開閉式の窓から排気しま
す。

〔屋上緑化、壁面緑化〕

〔環境学習センター〕

屋上緑化、壁面緑化により断
熱効果を高め、夏は涼しく、
冬は暖かい教室となります。
維持管理も生徒たちが行って
います。

休日に一般開放し、学校、
地域、行政の連携を進めて
います。また、太陽光発電
量や水使用量などが表示
されるパネルが設置され
ています。
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〔耕しの庭〕

井戸水を利用し、生徒たち
が作物を育てています。食
生活から身近な環境とそ
の問題を捉え、環境につい
て学習します。

◆目標達成に向けた取り組み
取り
２施
８設の環
習会
施の
設提の
取り組み２８
環組
境み
学習
整境
備学
と機
供整 備 と 機 会 の 提 供
（１）取り組みの方向性
市民が環境に関心を持ち、環境に配慮した生活を行うために、市は、環境学習施設の整
備を進めるとともに、環境学習の機会を提供します。市民、市民団体は、環境学習施設を
活用し、環境学習へ参加します。事業者は、市民、市民団体の環境活動を支援します。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・環境学習、環境教育、環境ボランティア活動の拠点づくりを検討します。
・環境講座、環境イベントを充実します。
・市民参加による環境調査を行います。
・環境保全団体やこどもエコクラブ＊との連携や支援を行います。
・北名古屋市の保養施設における森林・里山体験学習、水辺の学習体験、農業体験学習な
ど、学校外での環境学習機会の場を充実させるとともに、これらの学習に関する情報を
積極的に発信していきます。
・各世代における学習課題やニーズを的確に把握します。
・名古屋芸術大学などと連携を図り、公開市民講座や出前講座などを充実させます。
・地元企業との連携による生涯学習の機会の増加を検討します。

■市民、市民団体の行動
・環境講座、環境イベント、環境調査などの環境活動に参加します。
・環境保全団体やこどもエコクラブに参加し、自主的に環境学習や実践活動を行います。

■事業者の行動
・環境講座、環境イベント、環境調査などの環境活動に参加・支援します。
・環境保全団体やこどもエコクラブを支援します。
・従業員に対する環境教育を進めます。
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取境
り学組
９教育
環の境
取り組み２９ 環
習み
、２
環境
推学
進習 、 環 境 教 育 の 推 進
（１）取り組みの方向性
市民が環境に関心を持ち、環境に関する意識向上のために、市は、環境学習、環境教育
の推進を行います。市民、市民団体及び事業者は、環境学習、環境教育に参加し、環境情
報を得ることで、環境に配慮したライフスタイルへ移行するよう心がけます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・環境副読本の作成や活用により、学校教育の中で環境学習、環境教育への取り組みを進
めます。
・環境学習、環境教育の指導者の育成を行います。
・「キッズ ISO プログラム＊」を推進します。
・環境情報の収集を行い、広報やインターネットなどにより、環境情報の提供を進めます。
・ネットワークなどを利用し、学校間での情報交換を進めます。
・環境保全型の農業や商店に関する情報提供を行い、それらの支援を推進します。
・レジャー農園において講習会など（農業塾）を開催し、農業体験の機会を提供します。
・ポスター・標語コンテスト、環境家計簿の推奨など、家庭における環境意識の高揚に努
めます。
・環境カウンセラーなどの講師を招き、児童館などでの環境学習の実施を推進します。
・市民に食の安全、農業に対する理解などを深めるため、食育推進計画に沿って、食につ
いて身近に学べるしくみと機会を推進します。

■市民、市民団体の行動
・環境に関する保全活動に積極的に参加するとともに、環境に関する取り組みなどについ
て、広報やインターネットなどにより情報収集を行います。
・レジャー農園において講習会など（農業塾）に参加します。
・ポスター・標語コンテスト、環境家計簿の推奨など、家庭における環境活動に参加しま
す。
・食について身近に学べる活動に参加し、食の安全、農業に対する理解などを深めます。

■事業者の行動
・広報やインターネットなどにより、環境情報の収集に努めます。
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環境行動への支援
基本施策 14 環境行動への支援
基本施策１４
◆現状と課題
（１）環境の現状
■平成 21 年（2009 年）に実施した市民の環境に関する意識調査の結果では、
「現在、地域
の環境保全活動や環境学習会などに参加していますか」という問いに対して、
「参加してい
ない」が 92.6％と多くなっています。また、
「参加している又は参加してみたい環境保全活
動等はどのような内容ですか」という問いに対して、
「緑化や花作り」が 56.3％、「道路、
河川、公園などの清掃、美化活動」が 43.2％と多くなっています。
「現在、地域の環境保全活動や環境学習会
などに参加していますか」

「参加している又は参加してみたい環境保全活動等はどのような内
容ですか」

5.4%

2.1%

選択肢

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

22.4
%

生き物の保全、保護、観察
緑化や花づくり

24.6
%

歴史・文化財・伝統芸能等の保全活動

43.2
%
36.6
%
30.6
%

道路、河川、公園などの清掃、美化活動
地域の資源回収やリサイクル活動

92.6%

環境学習講座や環境研修への参加
その他

0.5%

無回答

参加している

参加していない

7.7%

無回答

■平成 21 年（2009 年）に実施した、
事業者の環境に関する意識調査の結果
では、
「貴事業所は環境マネジメントシ

56.3
%

資料：市民の環境に関する意識調査（H21）
「貴事業所は環境マネジメントシステム（ISO14001）又は
エコアクション 21 に対してどのようにお考えですか」
2.1%
3.1%
4.2%

ステム（ISO ＊ 14001）又はエコアクシ
26.0%

ョン 21＊に対してどのようにお考えで

19.8%

すか」という問いに対して、
「取得は考
えていない」という回答が 44.8％と多

44.8%

くなっています。
■本市では、美しく住みよいまちの環
境づくりの基盤を築くため、市民が公
共施設の里親になり、ボランティアで
公共施設の管理と美化活動を行うアダ

既にISO14001又はエコアクション21の認証を取得している
数年以内に取得したいと考えている
将来的には取得したいと考えている
取得は考えていない
わからない
無回答

プト・プログラム（里親制度）を導入

資料：事業者の環境に関する意識調査（H21）
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しています。平成 20 年度（2008 年
度）における登録者数は 192 人、登
録団体数は 14 団体です。

〔アダプト・プログラム〕

（団体)

12

125

■酸性雨とは、大気汚染物質である
硫 黄 酸 化 物 （ SOx ） や 窒 素 酸 化 物

8

（NOx）などにより、強い酸性を示

4

(人)

192

16

103
10

200
150

123

103

100
13

10

12

14
50

す雨のことであり、酸性雨は一般的
に pH が 5.6 以下といわれています。

0

0
H16

H17

気候条件によっては、近隣諸国が排

H18

団体数

H19

H20

(年度)

登録者数

出した大気汚染物質が国境を越えて
運ばれ、日本に影響を及ぼすこともあります。平成 20 年度（2008 年度）における県平均
の降水の pH は 4.55 となっており、酸性雨の問題は、本市でも例外ではありません。
■黄砂とは、中国などの内陸部の砂漠の砂塵が、上空に巻き上げられ、日本に飛来する現
象のことであり、近年その頻度と被害が拡大しており、森林減少、砂漠化などとの関連性
が指摘されています。名古屋市の平成 21 年度（2009 年度）の黄砂観測日数は 3 日となっ
ており、本市でも黄砂が飛来しているといえます。

（２）課題の整理
■今日の環境問題の多くは、産業活動はもちろん、市民の日常生活と深く結びついており、
市、市民、市民団体及び事業者が一体となり、本市の環境について考え、行動していく必
要があります。地域全体で環境に配慮した行動を進めていくためには、市民の意識調査で
関心の高かった緑化活動や美化活動などを中心とした地域でのコミュニケーションの場、
機会をつくり、地域での連帯意識を持つことが大切です。
■事業者の意識調査では、環境マネジメントシステム（ISO14001）やエコアクション 21
などの環境に対してまだまだ関心が低いため、環境に配慮した事業活動促進のための支援
や取り組みの展開が必要です。
■酸性雨や黄砂の被害を抑制するために、海外への植樹などの支援を行う必要があります。

◆目標とする指標
環境指標

現状値

目標値

アダプト・プログラム登録者数

192 人（H20 年度）

250 人（H32 年度）
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◆目標達成に向けた取り組み
取０
り組
０のネ
人ッと
のの
ネ推
ッ進ト
取り組み３
人み
と３
人と
ト人
ワと
ーク
・ワ
支ー
援ク の 推 進 ・ 支 援
（１）取り組みの方向性
市民、市民団体及び事業者が連携して環境保全活動に取り組むことができるよう、市は、
市民団体などのネットワーク化の推進、指導者の育成、情報提供など、市民、市民団体及
び事業者が交流できるような仕組みづくりを進めます。市民、市民団体及び事業者は、市
の取り組みに協力するとともに、自分たちが行っている環境保全活動の情報提供を行いま
す。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・誰もがコミュニティ活動を始めることができる環境と気軽に利用できる仕組みをつくり
ます。
・環境保全活動を行う市民や市民団体が相互に情報交換、交流ができるようネットワーク
形成を支援します。
・インタープリター＊、こどもエコリーダーなど、環境保全活動、リサイクル活動の指導者
の育成を行います。
・積極的に環境保全の取り組みを行っている団体、事業所などを紹介するなどの啓発を行
います。
・「環境大使（仮称）」を創設し、長野県大桑村や大韓民国務安（ムアン）郡など友好のあ
る都市との環境情報の交換や交流の推進を検討します。
・酸性雨、黄砂の被害を抑制するために、海外への植樹などの支援活動を行います。
・アダプト・プログラムの活用により、市民や事業者の環境保全への参加と意識向上を図
ります。

■市民、市民団体の行動
・自らの団体が行った環境に関する調査結果や環境保全活動内容などを、市に提供します。
・酸性雨、黄砂の被害を抑制するために、海外への植樹などの支援活動に参加します。
・アダプト・プログラムに参加し、環境保全に取り組みます。

■事業者の行動
・自らの企業が行っている環境に関する取り組みや環境保全活動内容などを、市に提供し
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ます。
・酸性雨、黄砂の被害を抑制するために、海外への植樹などの活動に支援・参加します。
・アダプト・プログラムに参加し、環境保全に取り組みます。

コ ラ ム

本市における国際交流

■大韓民国務安（ムアン）郡と友好都市提携
本市は、平成 20 年（2008 年）に大韓民国務安(ム
アン)郡と友好都市提携協定を結びました。務安郡
は、人口や農産物、近い将来の大きな発展を秘め
ている都市であることなど、本市との共通点が多
いことから、友好都市提携となりました。文化や
環境情報などの交流から、市民同士の友好を深め
ていく必要があります。

■務安郡との国際交流活動
平成 21 年（2009 年）に、国際理解教育の一環と
して、日常の生活体験を通して、お互いの歴史や文
化を深めるため、中学生の相互交流を行いました。
本市からは、6 日間 12 名の中学生を派遣しました。
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り境
組にみ
環業
境活に
した事業活動の推進
取り組み３１ 取環
配３
慮１
した事
動配
の慮
推進
（１）取り組みの方向性
地球温暖化の防止や循環型社会の構築を進めるためには、事業者による環境への取り組
みが不可欠であることから、市は、公共施設での環境に配慮した施設整備、運営管理など
を進めるとともに、事業者が自発的に環境に配慮した事業活動に取り組むことのできるよ
うに、事業者を支援します。事業者は、環境に配慮した事業活動に取り組みます。

（２）各主体の取り組み
■市の施策
・市による ISO14001 の認証取得に向けた調査・研究を行い、認証取得をめざします。
・庁内における省資源、省エネルギー、環境に配慮した物品購入や工事などの取り組みを
示す本市環境行動計画を推進します。
・地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策）を策定します。
・公共施設において、環境の保全に配慮した施設整備、運営管理を進めます。
・環境への負荷が少ない輸送手段を促進するため、モーダルシフト＊を推進します。
・「北名古屋市高度先端産業立地促進条例」により、環境・エネルギー分野の企業立地の促
進を図ります。
・サスティナブル・プラント＊への移行を支援します。
・資源が循環し、ゼロ・エミッション（排出物ゼロ）＊を目指す産業活動を啓発します。

■事業者の行動
・ISO14001 などを取得するため、公害を防止し、環境の保全に配慮した事業活動を推進し
ます。
・環境の保全に配慮した施設整備・運営管理を進めます。
・環境への負荷が少ない輸送を促進するために、モーダルシフト、従業員の公共交通機関
の利用を推進します。
・サスティナブル・プラントへの移行を進めます。
・資源が循環し、ゼロ・エミッション（排出物ゼロ）を目指す産業活動
に努めます。
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第５章 重点プロジェクト
第１節 重点プロ ジェクト の役割
本章では、5 つの環境像で展開されている施策のうち、特に課題の緊急性・重要性が高
く前期 5 年で優先的に取り組むべき施策を、重点プロジェクトとして位置づけ、推進して
いきます。

１．地球温暖化対策推進プロジェクト
プロジェクト１ 地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定
プロジェクト２ 住宅用太陽光発電システムの普及促進

基本施策６
エネルギーの有
効利用の推進

２．家庭ごみ減量推進プロジェクト
プロジェクト３ マイバッグ運動促進
プロジェクト４ 生ごみの減量・有効利用促進

基本施策４
ごみの 3R の推進

３．環境学習推進プロジェクト
基本施策１３
環境学習の推進

プロジェクト５ いきいき農業塾の展開

重点プロジェクトの対象期間は、平成 23 年度（2011 年度）から平成 27 年度（2015 年度）
までの 5 年とし、期間後は、計画の見直しを行い公表します。

重 点 プロジェクトの目 標 年 度 ：平 成 27 年 度 （2015 年 度 ）
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第２節 重点プロ ジェクト の展開
１．地球温暖化対策推進プロジェクト
プロジェクト１

地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定

市 の施 策
平成 20 年（2008 年）に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」にお
いて、都道府県及び市町村の庁内の事務及び事業に対して、
「地球温暖化対策地方
目 的

公共団体実行計画」の策定が義務付けられています。また、都道府県と指定都市、
中核市及び特例市の地方公共団体において、区域全体の実行計画の策定が義務付
けられています。本市は、庁内における策定を行うほか、策定の義務付けがされ
ていない区域全体についても、率先して策定することによって、市域からの温室
効果ガスの削減を目指します。

効

CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出は、事業活動や日常生活に伴うもので
あり、地域レベルにおいて地球温暖化に対する実行計画を策定することで、地域

果

の状況を踏まえた取り組みを市が実践していくとともに、市民・事業者に対して
きめ細かい取り組みの促進を呼びかけることができます。

「地球温暖化対策地方公共団体実行計画策定マニュアル
（環境省）」に沿って、現状の温室効果ガス排出量や、削
減目標、「野心的かつ実行可能」な対策・施策内容などを
記載します。
内 容

年次計画
平成 23 年度
平成 27 年度
平成 24 年度
平成 25 年度
平成 26 年度
（2011 年度） （2012 年度） （2013 年度） （2014 年度） （2015 年度）

計画の策定に
向けた検討

計画の策定

計画の推進
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プロジェクト２

住宅用太陽光発電システムの普及促進

市 の施 策
地球温暖化の最大の要因は CO2 の過剰排出だといわれており、私たち人間の活
目 的

動に必要な石油や石炭などの化石燃料が消費されることで大気中に排出されてい
ます。私たちが電気やガスなどを日常生活で使うことによっても CO2 は排出され
ています。そこで、発電時に CO2 を排出しないクリーンなエネルギーを活用した
太陽光発電システムを、本市の多くの住宅に設置してもらうことを目的としてい
ます。

目標値

住 宅 用 太 陽 光 発 電 システム設 置 世 帯 数 （累 計 ）
140 世 帯 （H21 年 度 ） → 600 世 帯 （H27 年 度 ）
■市内の多くの住宅に太陽光発電システムを設置してもらうことで、本市の CO2
排出量を削減することができます。

効
果

太陽光発電システム設置による一般家庭一世帯における 1 年間の CO2 削減量
（1,200～1,600kg-CO2）×目標値の 600 世帯＝720,000～960,000kg-CO2
→これはマツの木 約 3,500～5,000 本分の年間吸収量に相当！
※マツ類（幹周囲 35cm 程度）の年間 1 本当たりの CO2 吸収量 190kg-CO2

■太陽光発電システムの設置により家庭の光熱費を節約することができます。
■地球環境保全の観点から、市内に居住する住宅に太陽光発電システムを設置す
る方に対して、設置費の一部を補助しており、今後も普及促進のため継続して
内 容

行います。
平成 22 年度（2010 年度）の実施状況
太陽光発電システム 1kW 当たり 40,000 円（4kW で 160,000 円を上限）

■住宅への太陽光発電システムの設置を進めるために、広報やインターネットな
どにより情報を提供し、啓発を行います。

市 民 、市 民 団 体 の行 動
太陽光発電システムの情報収集・設置を進めます。
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２．家庭ごみ減量推進プロジェクト
プロジェクト３

マイバッグ運動促進

市 の施 策
買い物のときに受け取るレジ袋は、一人年間平均利用 300 枚（日本ポリオレフ
目 的

ィン工業組合調べ）といわれており、本市全体で 2,442 万枚のレジ袋が使用されて
いることになります（平成 22 年 4 月 1 日現在の人口で積算）。本市では、平成 21
年（2009 年）4 月から市内のレジ袋削減取り組み参加店舗において、レジ袋の無
料配布を行わず、希望する人に対しては有料で販売しています。マイバッグでの
買い物を啓発し、レジ袋のごみ削減を目的としています。

目標値

レジ袋 削 減 取 り組 み参 加 店
17 店 舗 （H22 年 度 ） → 20 店 舗 （H27 年 度 ）

効

多くの市民が、買い物の際にマイバッグを持参して、レジ袋を断ることで、家

果

庭ごみ排出量、CO2 排出量を削減することができ、資源節約、地球温暖化防止に
つながります。
■市内の店舗（スーパーなどの小売業者）において、以下のようなレジ袋削減に
向けた取り組みに関する協定に、参加していただける店舗の募集を行います。

内 容

取り組み内容
・レジ袋の無料配布を行わないこと
・来店者に対してマイバッグの持参を促進すること
・レジ袋を使用しない来店者に対して、具体的な還元策があ
れば提供すること（ポイント制など）

■市民におけるマイバッグ持参の買い物を促進するために、広報やインターネッ
トなどにより、啓発を行います。

市 民 、市 民 団 体 の行 動
買い物の際には、マイバッグを持参し、レジ袋をもらわないようにします。

事 業 者 の行 動
レジ袋削減に向けた取り組みに関する協定に参加します。
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プロジェクト４

生ごみの減量・有効利用促進

市 の施 策
目 的

平成 20 年度（2008 年度）の本市の可燃ごみの種類組成では、生ごみ（厨芥類）
が約 30％を占めています。また、生ごみは約 80％もの水分を含んでいるといわれ
ており、家庭での生ごみの水分ひとしぼり運動と、生ごみ処理機利用の推進を行
うことで、家庭の可燃ごみの削減を目指します。

目標値

37 件 （H21 年 度 ） → 60 件 （H27 年 度 ）

効

生ごみの水きりや生ごみ処理機の利用を行うことで、収集運搬するごみの量が

果

・

生 ごみ処 理 機 等 購 入 費 補 助 件 数

減り、CO2 の発生抑制になります。また、水分の多いものを焼却するには、相当
のエネルギーを使うため、焼却炉の燃料効率が上がります。
■生ごみの水分ひとしぼり運動
家庭での生ごみの水分をひとしぼりすることの大切さを知ってもらえるよう
に、「生ごみの水分ひとりぼり運動」として、市民への啓発及び協力について、
広報やインターネットなどで積極的な周知を行います。
■生ごみ処理機などの補助

内 容

市内で「電動生ごみ処理機」または「生ごみ処理容器」を設置する方に対し
て、設置費の一部を補助します。
平成 22 年度（2010 年度）の実施状況
補助対象品目

補助率

補助金の上限

電動生ごみ処理機

購入金額（税込み） 20,000 円（1,000 円未満切捨）

生ごみ処理容器

の 2 分の 1

5,000 円（100 円未満切捨）

市 民 、市 民 団 体 の行 動
・生ごみ減量のため、生ごみの水切りを心がけます。
・生ごみの堆肥化を進めるため、電動生ごみ処理機、生ごみ処理容器などの購入に努めま
す。
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３．環境学習推進プロジェクト
プロジェクト５

いきいき農業塾の展開

市 の施 策
目 的

平成 22 年度（2010 年度）から実施しており、家庭菜園などで必要な野菜の基礎
的な栽培知識を学ぶとともに、実際に体験しながら学ぶことで、農業の楽しさと
難しさを体験してもらうことを目的としています。

目標値

農 業 塾 の年 間 実 施 講 座 数
平 成 22 年 度 より実 施 → 10 回 /年 （H27 年 度 ）

効

実際に農業を体験することによって、正しい栽培知識を学ぶことができ、本市

果

の農業の活性化になります。食についても学ぶことができ、家庭での食育にもつ
ながります。
レジャー農園を利用し、土つくりや種まきから収穫までの栽培に関する基本的
な栽培管理の作業と座学から基礎的な栽培知識を学びます。
平成 22 年度（2010 年度）の実施状況
・講師：農業科学総合研究所長
・年間スケジュール
日程

内 容

6月

主な内容
ボカシ肥料の作り方
安全でおいしい野菜作り

日程

主な内容

1月

おいしい野菜はここが違う

7月

土つくり
夏野菜等の栽培と管理

2月

安全でおいしい野菜

8月

秋・冬野菜の栽培と準備
ブロッコリー等の種まき

3月

夏野菜と栽培と準備

9月

ホウレンソウ等の種まき

10月

エンドウ等の種まき

11月

エンドウ等の定植

12月

秋野菜の収穫

市 民 、市 民 団 体 の行 動
農業塾に参加し、農業の楽しさを学ぶとともに、家庭での食育にもつなげます。
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第６章 計画推進に向けた方策
第１節 計画の推 進体制
市

市議会議員、学識経験者、市民代表
諮問

市民、市民団体、事業者

北名古屋市長
答申
意見・実践
報告

事務局（環境課）
審議・提言
情報公開
普及・啓発
支援・助成

北名古屋市環境審議会
環境基本計画に関する事
項、環境の保全や創造に関
する基本的事項を審議す
る機関

環境基本計画担当者会
（仮称）

関係各課

■推進組織
【北名古屋市環境審議会】
「北名古屋市環境基本条例」に規定する機関で、環境基本計画に関する事項、環境の
保全や創造に関する基本的事項を審議するため、市議会議員、学識経験者、各種市民代
表などで構成されています。また、年次報告を受け、本計画の推進について審議及び提
言を行います。

■各主体の連携による推進体制
【市の体制】
本計画に位置づけた施策・事業は、関係各課がそれぞれの役割を担いながら総合行政
として展開することが重要です。そのため、庁内を横断的につなぐ組織として、環境基
本計画担当者会（仮称）を設け、各取り組みにおける施策に基づき、関係各課において
施策・事業の総合調整や進行管理、そのための情報交換などを行います。
【市民、市民団体及び事業者との連携】
市は、年次報告として、毎年、環境の状況と環境保全に関する施策について報告書を
作成し、これを公表し、広く市民、市民団体及び事業者の意見の反映に努めます。また、
環境審議会により、学識経験者、各種市民代表などの意見の反映に努めます。
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第２節 計画の進 行管理
本計画に掲げる施策・事業を着実に推

Plan

進するためには、各種事業の進捗状況を

Action

定期的に確認し、事業の実施状況や成果

（見直し・改善）

を点検・評価し、改善点を施策・事業へ
反映させる進行管理が必要です。本計画

Do

Check

の進行管理は、PDCA サイクルによる継

（実施）

（点検・評価）

続的な推進と改善を図ります。

P
L
A
N

（計画 ）

環境基本計画の策定
環境課・関係各課において
○総合調整
○情報交換
○事業の推進、調整

方針・目標をふまえ

各種施策・事業の実施計画の作成

【

市

】

関係各課による施策・事業の実施

D
O

C
H
E
C
K

A
C
T
I
O
N

【市民、市民団体】

【事業者】

日常生活や地域における取り組み

事業活動における取り組み

市

施策・事業の実施状況や成果における点検・評価を毎年行い、
年次報告書を作成
公表

審議会、市民、事業者

第三者による点検・評価

点検・評価
結果より

問題点・改善点の明確化

施策・事業の改善・見直し
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参考資料
１．環境 基本計画 策定の経 緯
（平成 21 年度）
月

日

6 月～7 月

会議・調査

内

容

北名古屋市環境に関する

市民：485 人（回収率 40％）
事業者：96 事業者（回収率 48％）

アンケート実施

保護者：685 人（回収率 83％）
小学 5 年生：766 人（回収率 93％）
環境基本計画のあらましについて

10 月 14 日

第 1 回環境審議会

北名古屋市の環境の現状について
アンケート調査の結果について

10 月 27 日

第 1 回庁内作業部会

12 月 24 日

関係各課ヒヤリング

1 月 27 日

第 2 回庁内作業部会

2月

第 2 回環境審議会

9日

第 1 回審議会の資料説明
基本施策、取り組みの検討
基本施策、取り組みの検討
関係 6 課＋環境課
将来像、体系図の検討
基本施策、取り組みの検討
将来像、体系図の検討
基本施策、取り組みの検討
（平成 22 年度）

月

日

会議・調査

5 月 26 日

関係各課ヒヤリング

6 月 29 日

第 3 回庁内作業部会

7 月 13 日

第 3 回環境審議会

9 月21 日
～10 月 20 日
12 月

9日

12 月 17 日

パブリックコメント
第 4 回庁内作業部会
第 4 回環境審議会

内

容

目標値の検討
関係 5 課＋環境課
環境基本計画（案）の検討
環境基本計画（案）の検討
諮問
市ホームページ、北名古屋市西庁舎、東庁
舎、環境課で実施
計画書、概要版の検討
計画書、概要版の検討
答申
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北名古屋市環境審議会委員名簿
（平成 21 年度）

所

属

役

名古屋芸術大学
北名古屋市議会

建設常任委員会

職

氏

名

教授

◎長谷川 勘一

委員長

○長瀬

悟康

西名古屋医師会

会長

村

達雄

北名古屋市商工会

事務局長

津田

善正

北名古屋市自治会長会

会長

犬飼

昭彦

（北名古屋市環境美化推進委員会）

副会長

加藤

隆史

西春日井農業協同組合

企画管理部長

江口

一郎

北名古屋市校長会

会長

齋藤

孝法

北名古屋市女性の会

会長

大口

有紀

生活環境美化スタッフ

代表

古関

初江

◎は会長、○は副会長
（平成 22 年度）

所 属

役 職

氏 名

名古屋芸術大学

教授

◎長谷川 勘一

北名古屋市議会 建設常任委員会

委員長

○沢田

哲

西名古屋医師会

会長

村

達雄

北名古屋市商工会

事務局長

三和

一彦

北名古屋市自治会長会

代表

堀田

貞雄

西春日井農業協同組合

企画管理部長

江口

一郎

北名古屋市校長会

代表

伊藤

啓勝

北名古屋市女性の会

会長

濱島

厚子

生活環境美化スタッフ

代表

古関

初江

◎は会長、○は副会長
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２．用語 解説

あ行
あいくる材
愛知県リサイクル資材評価制度（あいくる）によって認定を受けた資材。愛知県リサイクル
資材評価制度（あいくる）とは、リサイクル資材について、評価基準に適合するものを認定し、
県の公共工事で率先利用する制度のこと。
アダプト・プログラム

市民と市が協力し合い、まちの環境美化を推進していくため、道路、公園、河川などの
公共施設を市民が美化ボランティアとなって管理していく制度。アダプトとは英語で「養
子縁組をする」という意味から、美化ボランティアが「里親」となり、道路、公園、河川
などを「養子」とみなして清掃・美化活動を行う。
インタープリター

自然観察、自然体験などの活動を通して、自然を保護する心を育て、自然にやさしい生
活の実践を促すため、自然が発する様々な言葉を人間の言葉に翻訳して伝える人をいう
（Interpret＝通訳）。一般的には植生や野生動物などの自然物だけでなく、地域の文化や歴
史などを含めた対象の背後に潜む意味や関係性を読み解き、伝える活動を行う人を総称し
ていう。
ウォームビズ
暖房時のオフィスの室温を 20℃に設定した場合でも、重ね着をするなど、ちょっとした工夫
により「暖かく効率的に格好良く働くことができる」というイメージを分かりやすく表現した、
秋冬の新しいビジネススタイル。
エコアクション２１

中小企業などにおいても容易に環境配慮の取り組みを進めることができるよう、環境マ
ネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告をひとつに統合した環境配慮
のツール。
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か行
キッズ ISO プログラム
子どもが本来持っている環境に対する潜在的な気づきから、問題意識を引き出し、問題解決
能力を身につけることができる子どもの環境教育プログラム。プログラムの流れは、家庭の環
境に取り組む入門編、初級編、地域の環境問題に取り組む中級編、最後に海外と連携して環境
問題に取り組む上級編となっている。国内では、自治体、財団法人、こどもエコクラブなどの
多くの団体が取り組み、10 万人もの子どもが実施している。
グリーン購入

製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購入が必要な場合には、
できる限り環境への負荷が少ないものを優先的に購入すること。
クールビズ
冷房時のオフィスの室温を 28℃に設定した場合でも、「涼しく効率的に格好良く働くことが
できる」というイメージを分かりやすく表現した、夏の新しいビジネススタイル。
「ノーネクタ
イ・ノー上着」スタイルが代表的である。
コージェネレーション

発電と同時に発生した排熱も利用して、冷暖房や給湯などの熱需要に利用するエネルギ
ー供給システムで、総合熱効率の向上を図るもの。
こどもエコクラブ

次代を担う子どもたちが地域の中で主体的に、地域環境・地球環境に関する学習や活動
を展開できるように支援するため、平成 7 年（1995 年）に当時の環境庁が主体となり発足
した事業。

さ行
サスティナブル・プラント
「自然を活用し、自然と調和する工場」を目指し、
「革新技術の導入と改善による飛躍的な環
境パフォーマンスの実現」、「太陽光・風力などの自然エネルギーやバイオマスなどの再生可能
「工場の森作りを通じた、地域貢献・生態系保護」の 3 つ
エネルギーの活用による CO2 削減」、
の観点を踏まえ、工場運営に取り組んでいく工場。
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資源循環情報データベース
愛知県・環境パートナーシップ・CLUB（通称：EPOC）・豊橋技術科学大学が協力して企画
し、作成している「資源循環情報システム」ホームページ内にあり、県内企業が保有する循環
技術（廃棄物を原材料とし、新たな原材料・製品・エネルギーを生産する技術）を集積してお
り、県内産業のリサイクルの活性化、循環ビジネス創出・発展に資する情報を共有・有効利用
することができる。
生分解性マルチ
微生物の働きによって、二酸化炭素と水に分解されるプラスチックでできている、畑の表面
を覆う（マルチング）もの。これによって、雑草の繁殖を抑えたり、土壌からの水分蒸発を抑
えたりすることができる。従来のポリマルチと比較すると、農作物の収穫後にロータリーなど
で鋤き込むことにより分解消滅するので、剥がしたり処分したりという収穫後の処理が省力化
できる。
ゼロ・エミッション（廃棄物ゼロ）

ある産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として利用することにより、廃棄
物の排出（エミッション）をゼロにする循環型産業システムの構築を目指すもの。

た行
低公害車
既存のガソリン自動車やディーゼル自動車に比べ、窒素酸化物や二酸化炭素などの排出量が
少ない自動車のことであり、電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車などがあてはまる。地
球温暖化、大気汚染の防止の観点から技術開発、普及が進められている。
デポジット制度

製品価格に一定金額の「デポジット（預託金）
」を上乗せして販売し、製品や容器が使用
後に返却された時に預託金を返却することにより、製品や容器の回収を促進する制度。
典型 7 公害
「環境基本法」で公害として定義されている大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、
地盤沈下、悪臭をさす。
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特定外来生物

外来生物（移入種）のうち、特に生態系などへの被害が認められるものとして、平成 16
年（2004 年）の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」によって
指定された生物。生きているものに限られ、卵・種子・器官などを含む。特定外来生物は、
飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱いを規制し、防除なども行うこととしてい
る。同法で規定する「外来生物」は、海外から導入された移入生物に焦点を絞り、日本に
もともとあった生態系、人の生命や健康、農林水産業に被害を及ぼし、または及ぼすおそ
れがあるものとして政令により定められる。平成 17 年（2005 年）6 月に第一次指定が発表
された。平成 22 年（2010 年）2 月現在では、アライグマ、タイワンリスなどを含む 97 種
類が指定されている。

な行
内分泌かく乱物質
環境中から体内に取り込まれ、ホルモン作用を乱す（かく乱する）内分泌かく乱作用を持っ
ている化学物質のことで、環境ホルモンと通称される。

は行
ハロン
主に消火剤として使用されている。オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書の削減
規制対象物質である。日本では、ハロンバンク推進協議会によるハロンの適正管理、回収、再
生利用などの取り組みが行われている。ハロン消火設備・機器の新設は、新設が適当と判断さ
れる場所（クリティカルユース）において認めている。
ビオトープ
湿性地、草地、雑木林、水田など、さまざまな動植物が生息・生育する空間のこと。
プラグインハイブリッド車

外部からバッテリーに充電することで、モーターのみで電気自動車として近距離走行で
きる一方で、長距離走行時にはガソリンエンジンなどが自動的に稼動する車のこと。
ポジティブリスト制度
食の安全性を確保するため、国内外すべての農薬に残留基準（暫定基準、一律基準を含む）
を設定し、基準を超える食品の流通・販売を禁止する制度で、平成 18 年（2006 年）5 月から施
行された。
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ま行
緑のカーテン

アサガオやヘチマのように、ツルが伸びて何かに巻き付いて伸びる種類の植物（ツル性
植物）で作る、自然のカーテン。
モーダルシフト
トラックなどによる幹線貨物物流を、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・
内航輸送に転換すること。
モビリティ・マネジメント
一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車利
用から公共交通機関や自転車などを適切に利用するなど）に変化することを促す、コミュニケ
ーション施策（交通システムそのものの改善や新規導入など）を中心とした交通政策のこと。

や行
ユニバーサルデザイン

言葉の違いや利き手、障害の有無、老若男女に関わらず、全ての人が使いやすいデザイ
ンという考えた方や、その考えに沿って作られた物やまちを表す。
要注意外来生物

外来生物（移入種）のうち、
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法
律」に基づく飼養などの規制は課されていないが、生態系に悪影響を及ぼしうることから、
利用に係る個人や事業者に対し、適切な取り扱いについて理解と協力をお願いするもの。
平成 22 年（2010 年）2 月現在では、スクミリンゴガイ、アメリカザリガニ、グッピーなど
の 148 種類が指定されている。

ら行
リターナブル瓶
一升瓶、ビール瓶、牛乳瓶など繰り返し使用されるガラス瓶のこと。小売店を通して回収さ
れた後、酒類・飲料などの各メーカーで洗浄され、中身を詰めて再び商品として販売される。
リバーフレンドシップ制度
市民団体が、県や市と同意書を交わした上で、ボランティアで河川の管理（草刈り、ごみ拾
いなど）を行う制度。
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アルファベット
COP（Conference of the Parties）

国際条約の締約国が集まって開催する会議のこと。
ESCO（Energy Service Company：エスコ）

ビルや工場の省エネ化に必要な、
「技術」
・
「設備」
・
「人材」
・
「資金」などのすべてを包括
的に提供するサービス。ESCO 事業は、省エネ効果を ESCO が保証するとともに、省エネ
ルギー改修に要した投資・金利返済・ESCO の経費などが、すべて省エネルギーによる経
費削減分でまかなわれるため、導入企業における新たな経済的負担はなく、契約期間終了
後の経費削減分はすべて顧客の利益となる。
ＩPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change）
気候変動に関する政府間パネル。昭和 63 年（1988 年）に設立し、地球温暖化に関する科学
的・技術的・社会経済的な評価を行い、得られた知見を、政策決定者をはじめ広く一般に利用
してもらうことを任務としている。5～6 年ごとに地球温暖化について評価した評価報告書を発
表するとともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表している。
ＩＳＯ（International Organization for Standardization）
国際標準化機構。国際的な非政府間機関（民間機関）であり、製品及びサービスの国際貿易
を容易にし、知的・科学的・技術的・経済的活動分野における国際間の協力を助長するために、
世界的な標準化とその関連活動の発展開発を図ることを目的としている。環境マネジメントシ
ステムの規格である ISO14001、品質マネジメントシステムの規格である ISO9001 を制定してい
る。
PCB 廃棄物
PCB は、耐熱性、絶縁性から、電気絶縁油、感圧紙など様々な用途に用いられたが、毒性物
質であるため、昭和 48 年（1973 年）に制定された「化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律」に基づき、昭和 49 年（1974 年）6 月から新たな製造、使用及び輸入が原則禁止となっ
た。しかし、PCB 廃棄物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が長
期間保管し続けており、平成 13 年（2001 年）に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法」が制定され、処理体制の整備を図り、平成 28 年度（2016 年度）ま
でに処理を終えることにしている。
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PRTR 制度（Pollutant Release and Transfer Register）
化学物質排出移動量届出制度。人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物
質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量を事業者が自ら
把握し、国に報告を行い、国は事業者からの報告や統計資料などを用いた推計に基づき、対象
化学物質の環境への排出量などを把握、集計し、公表する仕組み。

数字
３Ｒ

Reduce（リデュース：減らす）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再
生利用・再資源化）の総称。
３Ｒ＋2

Reduce（リデュース：減らす）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再
生利用・再資源化）である 3R に Refuse（拒否）
、Rebuy（再生品購入）を加えたもの。た
だし、「+2」については、特に決まっていないため、Repair（修理）、Reform（改良）など
を用いることもある。
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