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第 章 はじめに1
北九州市では、2004年に市民協働による

「環境首都グランド・デザイン」を策定し、市
民、地域団体・NPO、企業、大学、行政など様々
な主体において、世界の環境首都たる「持続可
能な社会」の実現に向けた取組が着実に進ん
でいます。
本レポートは、世界の環境首都を目指して、こ

れらの主体が協働していけるよう、取組や成果、
課題について情報を共有し、今後の取組に活
かしていくために作成したものです。
一方で、北九州市は2008年7月に、低炭素
社会への転換を進め国際社会を先導していく
国の「環境モデル都市」に選定されました。これ
は、低炭素社会の実現に向け、国が高い目標を
掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市を

選定し、重点的な支援をしていくものです。
この選定は、世界の環境首都の実現に向け
た大きな推進力になります。我々は、自信と誇り
を持って、産業技術、自然、都市施設などの地
域の資産（たから）や伝統的な「地域の環境力
（ちから）」を活かしていくことが必要です。
環境首都づくりに向けて、誰もが、それぞれに

できることがあります。皆が自己の取組を進める
ことで、未来の世代に引き継ぐ「『真の豊かさ』
にあふれるまち」を、北九州市から世界へと拡
げ、世界の環境首都を実現しましょう。
このレポートは、環境モデル都市推進の3年
目となった2011年度の活動のいくつかを紹介し
て、1冊にまとめたものです。今後の皆さまの取組
の一助としていただければ幸いです。

●近隣自治体
●九州内自治体
●国外環境都市

アクションプランの策定、推進、
プロジェクトの実施

庁内推進会議 プロジェクトチーム

低炭素都市推進協議会：環境モデル都市の優れた取組の全国展開及び世界への情報発信のため、低炭素社会・地域づくりの意欲
ある市区町村と、それを支援する関係省庁、都道府県、政府関係機関で構成される組織（約 200 団体）。  会長：北九州市長

「環境モデル都市 九州・沖縄3都市連合」会議

環境モデル都市国際セミナー　平成20年12月14日
北橋（低炭素都市推進協議会）会長が麻生総理に
宣言文を手渡す　平成20年12月14日

〈構成団体〉
●北九州市衛生総連合会

●北九州青年会議所

●北九州活性化協議会

●北九州産業学術推進機構

●本部長／市長
●副本部長／副市長

●エネルギー・産業分野
●都市構造分野
●市民生活分野
●アジア展開分野

●北九州市女性団体連絡会議
●環境市民活動サポートセンター
●北九州商工会議所
●連合福岡北九州地域協議会
●北九州市

［推進体制］
北九州市環境モデル都市

地域推進会議
低炭素都市推進協議会

北九州市環境モデル都市
庁内推進本部

関係省庁

環
境
モ
デ
ル
都
市

都道府県

市区町村

政府関係機関等

下川町（北海道）
帯広市
千代田区
横浜市
富山市
飯田市
豊田市
京都市
堺市
梼原町（高知県）

北九州市
水俣市
宮古島市
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第 2 章 ■ 北九州市環境モデル都市行動計画の概要　　　環 境 首 都 レ ポ ー ト

第 章 北九州市環境モデル都市
行動計画の概要21. 世界の環境首都の創造の背景と趣旨

1. 計画策定の経緯

今日、地球温暖化の進行をはじめ、地球規模の
様々な環境問題が生じています。これらの環境問題
は、多くの生物の生命や健康、そして、我々人類の未
来をも脅かしています。特に、発展途上国において
は、多くの問題が同時に発生しています。そして、これ
らの問題解決には、人々の意識（価値観）や社会・経
済システムの根本的変革が必要です。いわゆる「持続
可能な社会」の構築が求められています。

北九州市は、これまで、高度経済成長期の激甚公
害を、市民をはじめとする地域の様々な主体の協働
で克服し、さらに、この経験やノウハウを、環境国際
協力を通じて世界の環境問題解決に役立てるととも
に、循環型社会形成に向けたエコタウン事業にも活
かしてきました。

これらの活動や成果は、世界的にも高く評価され、
2002年の国連「持続可能な開発に関する世界首脳
会議」(世界191ヶ国・地域参加)において、「クリーン
な環境のための北九州イニシアティブ」が合意文書

（実施計画）に明記されました。
持続可能な社会を構築していくためには、さらな

る取組を進めていく必要があります。先に国から選
定された「環境モデル都市」は、「低炭素社会」の実現
を目指すものですが、低炭素社会は、まさに、「低炭
素排出で安定した気候のもとでの豊かで持続可能な
社会」を意味します。

この環境モデル都市をはじめとした取組が、平成
23年12月の「北九州市環境未来都市」の選定に寄
与しました。

また、平成23年6月には、OECD（経済協力開発
機構）の経済成長と環境政策を両立した「グリーンシ
ティプログラム」（P20参照）にアジア地域で初めて
選ばれるなど、海外からも注目されています。

今後も、北九州市は、市民の環境力と環境モデル
都市選定を大きな推進力としながら、「世界の環境
首都」実現を目指していきます。

本市は、平成20年7月、国から「環境モデル都市」
に選定されました。

選定を受けて、本市では、環境モデル都市として、
地域が一体となって低炭素社会を実現するため、平
成21年度から5年間の「北九州市環境モデル都市行
動計画（北九州グリーンフロンティアプラン）」を策定
しました。

計画の策定にあたっては、平成20年8月に、市長
を本部長とする「北九州市環境モデル都市庁内推
進本部」を設置するとともに、庁内推進プロジェクト
チームも立ち上げるなど全庁的な取組体制を整備し
ました。

また、9月には、計画の推進母体として、産学官民
など地域が一体となった組織「北九州市環境モデル
都市地域推進会議」が発足しました。

加えて、市民や事業所、大学研究機関から直接話を
伺うなど、多くの意見を集約・反映させて策定しました。

［産業モデル］
北九州次世代エネルギーパーク

［ リーディングプロジェクト ］

［自然モデル］
鳥がさえずる緑の回廊創成

［市街地モデル］
紫川エコリバー構想

［先進的実験モデル］
北九州スマートコミュニティ創造事業

［街区モデル］
ゼロ・カーボン先進街区の形成

［国際貢献モデル］
アジア低炭素化センター

環境モデル都市とは…
温室効果ガスの大幅な削減など低炭素社会

の実現に向け、高い目標を掲げて先駆的な取組
にチャレンジする都市として、政府が全国から選
定した13都市。

（環境モデル都市）
•平成20年7月22日選定北九州市、横浜市、
　富山市、帯広市、水俣市、下川町（北海道）
•平成21年1月23日選定
　京都市、堺市、飯田市、豊田市、
　檮

ゆす
原
はら

町（高知県）、宮古島市、千代田区
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第 章 環境首都創造への取り組み3

北九州市環境モデル都市行動計画

【基準年 2005年】
CO2排出量
1,560万㌧

北九州市域
30％（470万㌧）

北九州市域 50％ （800万㌧）
アジア地域 150％ （2,340万㌧）

　合　計 200％ （3,140万㌧）

基盤づくり
本格的社会変革への挑戦

新しい価値観・文化の定着

2030年
削減目標

2050年
削減目標

1. 環境が先進の街を創る
〜低炭素社会を実現するストック型都市への転換〜

（1） 基本理念
産学官民に備わる地域の環境力を結集し、「世代

を越えて豊かさを蓄積していくストック型社会の構
築」を基本理念として掲げています。

（2） 基本方針
低炭素社会づくりは、都市構造・産業構造･市民生

活など「まちのカタチ」全てを包含する社会変革です。
その取組にあたっては、これまでの都市の成り立

ち、基盤・特徴や、社会情勢に応じた都市のあり方を
踏まえたものとすることが、当該取組を持続可能な
ものとするために重要になります。

そのために、次の三つの考え方（柱）を基本にお
き、施策を立案、実行していきます。
■「産業都市としての低炭素社会のあり方」

工場と街の連携などを通じて、産業基盤を軸とし
た地域最適エネルギーシステムを確立します。
■「少子高齢化社会に対応した低炭素社会のあり方」

街のコンパクト化、長寿命化、公共交通機関の利
便性の向上などを通じて、年長者や子供にとっても
豊かで住みよい社会を構築します。

■「アジアの低炭素化に向けての都市間環境外交の
あり方」
成長するアジアの産業都市の持続的発展を支え

ます。

（3） 温室効果ガス削減目標
本市の温室効果ガスの総排出量は、2005年で

1,560万トンです。
これ を 2 0 5 0 年 に は 市 域 内 で 8 0 0 万トン

（50%:2005年の本市排出量比）を削減します。ま
た、産業都市の特性を活かしアジアを中心に海外で
の環境技術移転を進め、アジア地域で2,340万トン

（本市排出量の150%相当）削減、合計で3,140万ト
ン（200%相当）を削減することを目標としています。

（4） 温室効果ガス削減に向けた取組
取組にあたっては、「ストック型社会の構築」という

理念、基本方針にある「産業都市」「少子高齢化社会」
「アジア交流」に関する3つの考え方を念頭に、5つ
の行動（取組方針）を進めます。

　

2. 計画の内容

①�環境が先進の街を創る
　（低炭素社会を実現するストック型都市への転換）
◦低炭素先進モデル街区の形成
◦集約型都市構造への転換
◦交通基盤整備による低炭素化　等

②�環境が経済を拓く
　（低炭素化に貢献する産業クラスターの構築）
◦産業エネルギーの広範な活用
◦事業所への新エネルギー導入
◦環境技術、製品の開発促進　等

③環境が人を育む
◦低炭素社会総合学習システムの整備
◦環境首都検定の充実、拡大
◦特色ある学校教育の充実・強化 等

④環境が豊かな生活を支える
◦新エネ導入などの全市的な運動の展開
◦環境行動のプラットフォームの整備
◦市民活動の発展　等

⑤環境がアジアの絆を深める
◦ 環境協力都市ネットワークを活用したコ・ベネフィッ

ト低炭素化協力
◦アジア地域の低炭素技術専門家の育成
◦環境国際ビジネスの推進　等

5つの行動

平成23年度の取組事例

 1.北九州次世代エネルギーパーク 

（1） 背景
次世代エネルギーパークは、太陽光発電や風力発

電などの新エネルギーに対する国民理解の増進を図
るために、平成18年8月に経済産業省が提唱したも
のです。

平成19年10月に若松区響灘地区を中心とした本
市の次世代エネルギーパーク構想が全国6か所のう
ちの1つとして経済産業省から認定されました。

この構想は、若松区響灘地区等に立地する大型風
力発電をはじめとした多種多様なエネルギー関連施
設を最大限活用して、エネルギーに対する市民の理
解を深めるとともに、ビジターズインダストリーを推
進するものです。さらに、若松区響灘地区へのエネル
ギー関連企業の立地促進も目的としています。

（2） 北九州次世代エネルギーパークの
　　5つの特徴
•暮らしを支えるエネルギー供給基地
•次世代を担う自然エネルギー
•リサイクルから生まれるバイオマスエネルギー
•エネルギーの企業間連携（地産地消）
•エネルギー利用の革新技術

以上、5つの切り口から捉えた様々なエネルギーの
取組みがご覧いただけます。

（3） 内容
本市のエネルギーパークは、若松区響灘地区に、

大型風力発電や大型太陽光発電、多目的石炭ガス
製造技術開発施設、バイオディーゼル燃料製造施
設、白島国家石油備蓄基地など、多種多様なエネル
ギー関連施設が集積していることが特徴です。平成
20年3月には、立地企業などによる連絡会を設立し
て、平成21年7月27日にオープンしました。

ア. エコタウンセンター別館内 展示コーナー
次世代エネルギーパークの総合案内施設として、

エコタウンセンター別館内に展示コーナーを整備し
ています。エネルギーの歴史、エネルギーパーク企業
紹介、様々なエネルギーの説明パネル等を設置して
います。

イ. エネルギー関連施設への見学案内
子どもから大人まで幅広い世代の市民を対象にし

た施設見学を毎週月・水曜日に受け入れています。
受付は、エコタウンセンターで行っています。

 2.北九州水素タウン構想 

（1） 背景
水素は、二酸化炭素を発生させない究極のクリー

ンエネルギーとして注目されています。北九州市は、
製鉄のまちであるとともに水素が豊富に得られるまち
であり、水素エネルギーを利用する近未来社会の先
駆けとなるポテンシャルをもつ国内有数の都市です。

本市は、平成20年7月に国から選定された「環境
モデル都市」の主要プロジェクトの一つとして、「北九
州水素タウン構想」を掲げており、現在、福岡県、福

高度な素材技術、多核都市構造、工場とまちの近接性などの特性を活かし、長寿命でエネルギー利用が少
ないコンパクトな都市を目指すとともに、都市内の効率的なエネルギーの活用や温室効果ガス吸収源としての
効果が大きい緑の拡大を進め、低炭素で豊かな生活ができるストック型都市づくりを推進する。
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岡水素エネルギー戦略会議、民間企業・団体と協働
して、八幡東田地区で実証事業を行っています。

（2） 北九州水素ステーション
福岡県、福岡水素エネルギー戦略会議、民間企業

が協働して北九州水素ステーションを建設し、燃料
電池自動車に水素を充填する際の安全性や充填方
法を確立するための実証を行っています。工場の副
生水素を利用している水素ステーションは日本初で
あり、世界でも珍しいものです。

北九州市役所では、燃料電池自動車を1台導入し
ており、データ蓄積に寄与しています。また、平成23
年度より、水素燃料電池スクーターが国内初の公道
走行の実証を八幡東田地区で開始しました。

（3） 北九州水素タウン実証事業
北九州水素タウン実証事業は、水素供給・利用技

術研究組合（HySUT）等が福岡水素エネルギー戦
略会議の助成を受けて行っている事業です。

この実証事業では、水素パイプラインを東田地区
の市街地に敷設することで、燃料となる水素を一般
住宅、商業施設、公共施設へ供給しています。

また、各施設において、純水素型燃料電池を使用
して、高いエネルギー効率で電力および熱を提供し
ています。このように本格的なコミュニティレベルで
の実証は世界で初めての試みです。

現在、以下の実証のほかに、業務用の純水素型燃
料電池の運転実証、小型移動体の運転実証などが
行われています。
•水素供給技術の実証

北九州水素タウンでは、水素ステーションから市
街地の各施設まで1.2kmにおよぶパイプラインを敷
設しています。水素ガスの漏れ検知などの保安技術
や安定供給の実証を行っています。
•水素燃料電池実証住宅

水素燃料電池実証住宅は、純水素が供給される
世界でも珍しい住宅であり、次世代エネルギーとし
ての利用に関する利便性や安定性等に関する実証
を行うことを目的としています。

また、水素燃料電池実証住宅の一区画では、太陽
光発電・蓄電池と連系し、家庭内の熱負荷バランス
を最適化し、さらに自立を目指した電力・熱供給シス
テムの検証も行っています。

 3.城野ゼロ・カーボン先進街区形成事業 

（1） 概要
JR城野駅北側の未利用国有地やUR城野団地を

中心とする城野地区（約19ha）において、エコ住宅
や創エネ・省エネ設備の設置誘導、エネルギーマネ
ジメントによるエネルギー利用の最適化、公共交通
の利用促進など、様々な低炭素技術や方策を総合的
に取り入れて、ゼロ・カーボンを目指した先進の住宅
街区を整備します。

なお、基盤整備は、UR都市機構が土地区画整理
事業を実施し、住宅等の上物整備は民間開発を促
進します。

（2） これまでの取組
平成23年度は、城野分屯地跡地処理計画策定協

議会（構成員:財務省、福岡県、市、UR）において、ゼ
ロ・カーボンを目指したまちづくりの取組内容をまと
めた「城野地区まちづくり基本計画」を策定しました。

また、財務省、市、UR都市機構が、事業推進に向
けた役割を確認する「城野地区の整備に関する基本
協定」を締結しました。

さらに、エネルギー分野や環境分野等、多くの事業
者に対して、関心意向表明者とまちづくり提案を募
集し、「まちづくりガイドライン（案）」を作成しました。

 4.自動車環境対策の推進 

（1） 背景
北九州市における自動車保有台数は、平成22年

度末では58万台を超え、市民生活における自動車
への依存度は依然として高い状況にあります。

今後も引き続き、幹線道路の整備や公共交通機関
の利用促進などの取組と併せて、低公害車の普及や
エコドライブの推進などの対策を総合的に進める必
要があります。

（2） これまでの取組と成果
自動車環境対策を総合的に推進していくため、平

成14年2月に行政機関を中心とした従来の「北九州
市自動車公害対策連絡会議」を改組して、市民、民
間事業者を加えた「北九州市自動車環境対策推進
協議会」を設置し、より効果的な取組の検討を開始
しました。

現在、自動車環境対策に関する施策として、低公害
車の普及やエコドライブの推進等に取り組んでいます。

ア. 次世代自動車（EV、PHV 等）の導入
本市では、地球環境にやさしく、走行中にCO2を

排出しない電気自動車（EV）や、ガソリン車と比較し
てCO2排出量が少ないプラグインハイブリッド自動車

（PHV）の普及のため、率先して市の公用車に導入を
行い、市民や企業への積極的なPR を行っています。

EVについては、平成22年度までに8台、平成23年
度は8台導入しています。また、PHV・燃料電池自動
車についてもトヨタ自動車㈱から実験的に各1台導
入しています。今後の計画として、平成25年度までに
次世代自動車を公用車の1割に導入する予定です。

イ. EV充電器の設置
EVの普及のためには、市内のEV充電ネットワー

ク整備が不可欠です。そのため、公共施設への整備
を積極的に行っています。平成23年度は都市高速
道路のパーキングエリアや北九州空港、市営駐車場
などに設置しました。

その他、自動車ディーラーやコインパーキングなど
の充電施設を合わせると、市内の充電箇所は官民あ
わせて55箇所となっています。

今後は、充電箇所の充実を目指し、官民互いに協
力しながらEV等の次世代自動車の普及環境づくり
を積極的に行っていきます。

ウ. ノーマイカーデーの普及促進
過度なマイカー利用を抑制し、環境にやさしい公

共交通機関等への転換を促進するため、平成19年
度よりイベント開催時に公共交通機関等で来場され
た方に地元商店街等で特典が受けられるキャンペー
ンを実施してきました。平成22年度には、マイカー
通勤者を対象に加え、全市域で第2・第4水曜日を

「ノーマイカーデー」とし5ヶ月間試行的に実施しま
した。平成23年10月からは、毎週水曜日を「ノーマ
イカーデー」として、市内飲食店等の協力を得て、継
続的に実施することとし、全市的に企業・市民の方々
に参加を呼びかけました。

その結果、市内企業74社、延べ2万4千人の参加
があり、約71トンのCO2を削減しました。

エ. エコドラ北九州プロジェクト
様々な業種、業態の企業が実践でき、かつ、実効性

のある（CO2削減効果が見える）企業内エコドライブ
活動のモデルを創造し、北九州市から全国に発信する
ため「エコドラ北九州プロジェクト」を実施しています。

平成23年度は、36社が参加し、プロジェクトを推

進した結果、196トンのCO2を削減しました。
プロジェクトでは市ホームページ上に掲示している

「燃費管理システム」を活用しました。

オ. その他の主な施策
• 市公用車への低公害車の率先的な導入（平成24

年3月末現在　全公用車数1,520台に対する低公
害車数960台、63.2%）

• EV等導入及び充電インフラ整備助成（EV等20 
台、急速充電器3台）

• 市民、市内事業所に対する出前講演「実践!エコド
ライブ!」市職員等に対するエコドライブ講習会（計
7回）を実施

 5.北九州スマートコミュニティ創造事業 

（1） 事業概要
実施主体: 北九州スマートコミュニティ創造協議会

（北九州市、新日鐵住金㈱、日本アイ・
ビー・エム㈱、富士電機㈱、㈱安川電機、㈱
日鉄エレックスなどで構成）

実施地区:八幡東区東田地区（約120ha）
実施期間:平成22年度〜26年度（5年間）
CO2削減目標: 市内標準街区と比較して、平成26年

までに50%削減（2005年比）

（2） 事業の目的
平成22年4月、国の「次世代エネルギー・社会シス

テム実証」地域として、全国4地域の一つに北九州ス
マートコミュニティ創造事業が選定されました。本事
業では、次世代送電網（スマートグリッド）を中核に、
次世代交通システムやライフスタイルなど、「まちづく
り」そのものの変革を目指しています。

（3） 現在の取組状況と今後の取組
〈平成23年度の取組〉
平成23年度は、参画企業とともに国に提案し採

択を受けた20事業に取り組みました。地域内の再生
可能エネルギーやBEMS、HEMS、基幹電力とIT 網
で接続し最適なエネルギーマネジメントを促すシス
テムである地域節電所の設置、遠隔検針機能を備え
た次世代電力計であるスマートメータの大量導入、
BEMSやHEMS など各エネルギーマネジメントシス
テムの設置・導入に加え、電力の需給状況に応じて
電気料金を変動させる“ダイナミックプライシング”の
制度設計などを行いました。
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〈平成24年度の取組〉
平成24年度は、前年度までに設置、導入された機

器の技術実証、ダイナミックプライシングなどの社会
実証を開始します。

次世代オフィスビル / 新日鉄住金エンジニアリング ㈱

環境保全・安全活動の推進 / ㈱ 光タクシー

当社は新日鐡住金で培われた製造・プロセス・加工技
術を、製鉄・環境プラントをはじめとする各設備や大規模
鋼構造物に応用しています。その中で、お客様の事業活動
における低炭素化・省エネ化を支援するため、建物のグ
リーンエンジニアリングの強化・展開に取組んでいます。

その取組みの一つとして、当社の老朽化したビルを地球
環境に配慮した次世代オフィスビルに建替え、H23年5月
に竣工しました。この建物は、「太陽の光」を活用する太陽
光発電と自然光を取入れた照明制御、「風の力」を活用
する自然換気システム、「大地の熱」を活用する地中熱利
用を主とした高効率ヒートポンプシステムを導入すること
で、自然エネルギーを有効活用し、低炭素化・省エネ化を
図っています。また、ビル内設備の消費電力、温度・湿度を
計測・計量し記録する管理システム（BEMS）を設置し、そ
のデータ分析によりビルチューニング（各省エネ設備の運
転最適化）を可能にしています。さらに省エネ状況はモニ
ターを通して誰でもリアルタイムで見ることができ、社員の
みならず訪問者の環境に対する意識啓発にも繋がってい
ます。こうした取組みにより、北九州市内の同規模ビルの昼
間平均消費電力と比べて3割近い省エネを達成（H23年

度実績）しており、最終的にはビルチューニングにより35%
の省エネを達成する見込みです。

今後は、そこで働く人や住む人の快適性・安全性・生産
性と省エネ性能を高いレベルで融合させ、お客様の幅広
いニーズに応えるとともに、環境に優しい社会作りに貢献し
ていきたいと考えています。

当当社は平成20年度から「エコドラ北九州プロジェク
ト」に参加しています。年間を通して車両ごとに使用燃料
を記録しており、毎月車両ごとに燃費を算出し、その結果
に基づいて月1回の乗務員研修会や朝礼でエコドライブ
の指導・啓発を行っています。

社員全員が車両整備の徹底、アイドリングストップ、経済
速度での走行・等速運転の励行等による「やさしい運転」
を心がけ、平成23年度は北九州市の「エコドライブ活動
表彰」で優秀活動賞を受賞しました。

また、北九州商工会議所の省エネ診断を受けて、会社
全体でさらに省エネ可能な箇所の指導を受けました。加え
て、4R（Recycle、Reuse、Refuse、Reduce）運動を推進
しており、エコマーク製品の優先購入、コピー用紙の使用
量削減、ゴミの分別などにも取り組んでいます。様 な々努力
の結果、平成21年度に取得した公益財団法人 交通エコ
ロジー・モビリティ財団の「グリーン経営認証」を平成23
年度に更新することができました。

エコドライブは、燃費の削減といった直接的効果だけで
なく、丁寧な運転によるお客様の評判の向上や事故の減
少といった副次的効果も生み出しています。

今後とも、社員全員が協力して、環境負荷の軽減に向け
て努力していきたいと考えています。

次世代オフィスビル

社内研修の様子

CCFL照明「ソラナ」 / ㈱ 豊光社

当社では、明るく長寿命なCCFL（冷陰極管）を採用
した次世代照明「ソラナ」の製造・販売を行っています。
CCFLは、見た目はボールペンの芯のような細くて軽いガ
ラス管で、液晶テレビのバックライトなど身の回りにたくさ
ん使われています。このCCFLを採用した「ソラナ」は、一
般の蛍光灯に比べて寿命は3〜6倍と長持ちで、消費電力
量を20〜40%、水銀含有量を70%削減できます。また、世
界中で広く使われてきた実績から安価で良質なCCFLが
手に入りやすく、国産LEDより安く製作できるといった特徴
があります。

LEDは一方向に強く発光するという特徴から信号機や
電飾、スポット照明などに適しています。一方、CFLは全方
位に発光するという特徴から室内照明に適しており、従来
の蛍光灯と同様に太陽光に近いため、目にやさしく違和感
がありません。

平成23年度には北九州市のアジア環境ビジネス展開
支援事業に認定され、タイでの製造・販売の開始に向けて
現地での会社設立や生産の準備が整いました。将来的に
は、タイを拠点に東南アジア各国へ輸出することも検討し
ており、環境にやさしい「ソラナ」の普及によってCO2排出
量の削減、省資源化に貢献していきたいと考えています。

CCFL照明「ソラナ」
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平成23年度の取組事例

 1.北九州市環境産業推進会議 

（1） 背景、経緯、目的
平成20年7月、国から環境モデル都市に選定され

たことを受けて、同年9月には、市民、NPO、企業、学
術機関、行政機関が連携した組織「北九州市環境モ
デル都市地域推進会議」が発足しました。この組織
は“環境首都・北九州市”の蓄積されたノウハウと“市
民の環境力”の基盤に立って、低炭素社会の構築に
向けて、取り組んでいくものです。産業都市である本
市は、CO2削減の取組を逆に“ビジネスチャンス”とと
らえ、産業のグリーン化を進めると同時に、新たなビ
ジネスの創出を図ることによる「環境」と「経済」の両
立を目指しています。

北九州市環境産業推進会議（以下「本会議」とい
う。）は「北九州市環境モデル都市行動計画（北九州
グリーンフロンティアプラン）」における5つの柱の一
つ『環境が経済を拓く』を具現化していくため、前述
の地域推進会議の下部組織として、低炭素化に貢献
する環境産業のネットワークを構築し、更なる環境
産業の振興について“共に考え、共に行動する場”と
して設置されました。

（2） これまでの取組
平成22年2月に、本会議を設立するとともに、その

下に4つの部会を設置して、先進的環境ビジネスの
創出、エネルギーの地域循環、リサイクル産業の高度
化、環境経営の実践など、様々な環境産業振興策に
取り組んでいます。さらに、平成23年2月には、各部
会で発生した金融面の課題解決のサポートや環境
向け投融資制度の構築を行うため、新たに「金融部
会」を設置しました。

ア. 環境ビジネス部会
本市に多数存在する、環境に関する技術、ノウハウ

を活用して、新規事業の創出を戦略的に推進し、先
進的な環境ビジネスの創出を目的としています。平
成23 年度は、環境ビジネスに関する技術、情報の
収集・発信、ビジネスマッチングに取り組みました。ま
た、中小企業省エネ設備導入促進事業を創設し、省
エネ設備導入拡大を推進しました。

イ. 産業エネルギー部会
従来型の産業発展から脱却し低炭素社会を実現

するため、資源・エネルギーの多消費によらない経済
成長、産業のあり方を検討し、産業都市の特性を活
かした更なるエネルギーの地産地消を目指し、新エ
ネルギーの産業界への普及を図ります。平成23年度
は、再生可能エネルギーの推進及び地域経済活性
化の両立を図ることを目的とした「北九州市太陽光
発電普及促進協議会」を設立しました。

ウ. 新エコタウン部会
資源循環型社会の構築を目的としたエコタウン事

業の更なる進化を目指し、廃棄物の削減とCO2削減
を同時達成する新たなエコタウン事業の展開とリサ
イクル産業の高度化を目指します。平成23年度は、
エコタウン事業の高度化やリチウムイオン電池、太
陽光パネル等、リサイクルニーズが高まる分野のリサ
イクル事業の推進などに取り組みました。

エ. 環境経営部会
低炭素社会づくりに向けた産業界の取組を推進す

るため、エコアクション21などの環境経営システムの
普及拡大、エコプレミアムの掘り起こしやビジネス化、
再生製品普及促進などを経済団体と連携して取組を
進めています。平成23年度には、エコアクション21の
市内取得事業者数が128社（全国都市別ランキング
第4位）となるなど、確実に成果を出してきています。

オ. 金融部会
各部会で発生した金融面の課題解決のサポートを目的として、平成23年2月28日に発足しました。今後、プ

ロジェクトファイナンス等の環境向け投融資制度の構築や環境ビジネス展開のためのビジネスマッチング等
の企画を金融機関と連携して取り組んでいきます。

2. 環境が経済を拓く
〜低炭素化に貢献する産業クラスターの構築〜

北九州市でこれまで培ってきたものづくりのまちとしての技術やノウハウを発展させ、低炭素社会が求める
技術開発、製品製造、サービス提供を行い、低炭素社会に求められる環境付加価値の高い産業構造へ変革を
図る。また、オフィスや工場での新エネルギー導入やグリーンIT、デジタルオフィス化に率先して取り組むととも
に、工場の持つエネルギーポテンシャルを都市のエネルギー供給拠点として様々な用途に活用する。

廃食用油の回収、バイオディーゼル燃料化 / 九州・山口油脂事業協同組合

当組合は平成14年にエコタウンに進出し、廃食用油
（使用済みの食用油）を回収してバイオディーゼル燃料、
飼料用油脂、建築用塗料などにリサイクルする事業を行っ
ています。

一般家庭の廃食用油は、凝固剤などで固めて一般廃
棄物として処理されるか、台所から下水に流されるなど処
理方法に問題がありました。そこで、使用済み食用油を回
収する仕組みを確立して、バイオディーゼル燃料にリサイク
ルすることで二酸化炭素の削減に寄与しています。

一般家庭の廃食用油は、北九州市内のスーパー（35ヶ
所）、市民センター（15ヶ所）に回収ボックスを設置して
ペットボトルで回収しています。当初は市民センターにドラ
ム缶を置いて回収していましたが、4〜5年前にスーパーに
回収ボックスを設置してから飛躍的に回収量が増加しまし
た。平成23年度には、さらに周辺市町村の公共施設にも
回収ボックスを設置して回収テリトリーを拡大し、回収量を
月8トン程度まで増やしました。

新型のディーゼルエンジンはコンピュータ制御で完全

燃焼させるように改良されたため、バイオディーゼル燃料
100%では使用できなくなりました。そのため、バイオ燃料
混合軽油「B5燃料」の生産・販売体制を確立し、循環の
輪が途絶えないように努めています。

中央が廃食用油の回収ボックス

レアメタル及び貴金属回収事業立ち上げ / 日本磁力選鉱㈱

携帯電話や小型電子機器には、レアメタル（パラジウ
ム）、貴金属（金、銀）等の希少金属が多く含まれています
が、その殆どは、家庭に眠っているか、ゴミとして焼却・埋立
処分されています。当社は、貴重な資源の国内循環を目指
し、平成20年、北九州市とソニー㈱が協働で開始した携
帯電話・小型電子機器の回収実験に参画し、回収技術の
開発を行って参りました。平成22年には「北九州市環境
未来技術開発助成制度」により当社独自でリチウムイオン
電池から、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン等を回収
する実証実験も行っています。

こうした実験・研究結果が評価され、平成23年3月に新
エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成事
業に採択され、平成23年8月ひびき工場内に、助成金を活
用しパイロットプラントの建設に着手、平成23年12月に完
成しました。

設計・据付・操業まで自社で一貫して行う中で、私たち
は日々技術の改良に努めています。創業以来培ってきた独
自の技術により、貴金属やレアメタル、ベースメタルを効率

よく回収することが可能となりました。また、原料受入から
選別、加工の全ての工程を機械化することにより、省力化と
コスト削減を図っています。

今後は、小型電子機器類のみならず当社独自に集荷す
る産業系の廃電子基板類も併せて取扱数量を拡大し、大
量かつ効率的に処理するスキームを確立し、資源循環型
社会の実現に貢献して参ります。

ひびき工場外観
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平成23年度の取組事例

 1. 北九州市民環境パスポート（カンパス）
事業 

北九州市民環境パスポート（略称:カンパス）事業
は、市民が楽しみながら環境活動に参加できるきっ
かけを提供するためのポイントプログラムです。環境
に配慮した活動をした人が、活動内容に応じたポイ
ントを取得し、そのポイントを特典と交換できる「頑
張れば頑張っただけ得をする」仕組みです。

平成18年7月の家庭ごみ収集制度の見直しを契
機に、より一層の発生抑制（リデュース）を推進する
ため、消費行動の段階からごみの減量化を図ること
を目的として、平成18年12月から全市共通ノーレジ
袋ポイント事業「カンパスシール」を展開しています。
参加店で概ね200円以上の買い物をした際に、レジ
袋を辞退すると、シールが1枚もらえる仕組みによ
り、マイバッグ運動を推進しています。レジ袋削減の
取組は、直接ごみの減量化に結びつくだけでなく、レ
ジ袋製造に使用される資源（石油）の節約や、CO2削
減による地球温暖化対策にもつながり、また、環境に
配慮した消費者（グリーンコンシューマー）を育成す
るという効果もあります。

事業開始から平成24年3月末までの間（5年4ヶ
月）にカンパスシールは約9,240万枚が発行されま
した。これにより、約9,240万枚以上のレジ袋が削減
され、ごみ量としては約924トン、二酸化炭素排出量
は、約5,540トンが削減されたことになります。

 2.クリーン北九州”まち美化キャンペーン 

5月30日を「ごみゼロの日」として、この日の前後に
清掃活動を行う運動は、昭和50年代に全国的に広
まりました。

北九州市では、昭和58年に「ごみゼロの日キャン
ペーン」を開始し、平成3年からは5月30日〜6月30
日を「“クリーン北九州”まち美化キャンペーン」とし
て、市民・企業・行政が一体となってまち美化活動や
啓発活動を行っています。

 3.北九州環境みらい学習システムの推進 

北九州環境みらい学習システムは、本市の恵まれ
た自然や充実した環境関連施設等を結びつけ、多世
代の市民が意欲や能力に応じて、エコツアーなどま
ち全体で楽しく環境学習が行える仕組みづくりを進
め、「環境未来都市」推進の原動力となる「市民環境
力」の向上を目指すものです。

具体的には、平成22年度に有識者・地元関係者
からなる検討会により、今後のシステム構築に向けて
の指針となる意見の取りまとめを行いました。

これをもとに、本市の強みである観光の魅力を広
く発信し、市民の環境に対する意識向上を図ること
を目的に、平成23年度は、バスガイドをはじめとした
観光関係者や環境関係ボランティアなど身近な場所
で活躍している人材に、エコツアー企画・運営等にか
かる環境ガイド研修を実施し、システムを支える人
材を育成しました。また、育成した人材を活用したエ
コツアーをモデル的に行い、約2,800名の参加を得
ました。

さらに、環境情報の発信拠点として、集客性の高
い小倉駅の総合観光案内所内に、「環境情報コー
ナー」を試験的に設置するとともに、「環境みらい
学習システムホームページ（http://www.eco-
learning.jp/）」を開設し、環境関連施設情報や最新
イベントなどの情報を広く、分かりやすく発信してい
ます。

3. 環境が人を育む
〜低炭素社会を学び行動する学習・活動システムの整備〜

北九州市でこれまで整備してきたさまざまな環境学習施設、施策を低炭素社会の観点から整備、拡充する
とともに、今後展開する低炭素化に関する各種プロジェクトを動くショーケースと位置づけ、これらを体系化
し、あらゆる階層が実践的に学べる低炭素社会総合学習システムを整備する。また、このシステムを活かしなが
ら、世界の環境首都づくりで自主的に取り組む市民、NPO、企業等の活力を一層高めていく。さらに、次代のア
ジア地域に求められる低炭素技術、システムの専門家輩出拠点を築く。

 4. 環境ミュージアムを拠点とした環境学
習の推進 

環境学習・活動交流の総合拠点である「北九州市
環境ミュージアム」では、北九州市の公害克服の歴
史やさまざまな地球環境問題、それを防止するため
の取組などを展示しており、これらをガイドが詳しく
紹介しています。市民ボランティアである環境学習サ
ポーターによる工作・実験・クイズなどの体験型プロ
グラムも提供しています。また「感じて」「学べる」21
世紀環境共生型モデル住宅「北九州エコハウス」も
平成22年4月に併設し、環境に優しい住まいづくり
の情報発信も行っています。

館内には情報ライブラリを設置し、書籍やビデオ
などを揃え、パネルや実験機器などとともに貸出も
行っており、学校の授業など各種の環境教育に活用
されています。

平成14年4月に開設して10年を迎えるに当たり、
平成23年度に展示内容を一部改修しました。また、
平成24年4月から見学料が無料になりました。平成
23年度の利用者数は、104,973人でした。

 5.北九州市環境首都検定の実施 

本市では、市民環境力の強化を図るため、平成20
年度に「北九州市環境首都検定」を創設しました。

北九州市独自の環境分野の検定を実施することに
よって、環境学習の機会を増やし、環境意識のレベル
アップや環境に関心を持つ市民の裾野を広げます。

また、本市の環境首都への取組における認知度を
高めるとともに、エコライフの取組を身近に感じるこ
とができるきっかけをつくります。

平成23年度は、公式テキストを改訂し、小学生向
けの「ジュニア編」と中学生以上向けの「一般編」の2
部門で実施しました。平成22年度に比べ受検者が
821人増加し、特に一般編が966人も増えました。
70点以上取得者には合格証を交付し、100点取得
者などに対しては表彰式で賞状を交付しました。
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市民に向けたESD活動の推進 / 北九州ESD協議会

親子でつくるグリーンマップ / NPO法人 里山を考える会

北九州ESD協議会では、公正で持続可能な社会の構
築を目指し、｢世界の環境首都｣北九州市の基本理念でも
ある｢『真の豊かさ』にあふれるまちを育み、未来の世代に
引き継ぐこと｣を目的として、ESD（持続可能な開発のため
の教育）を推進しています。

当会では、市民やNPOのリーダー、大学の教員、学生、
企業、行政など様 な々メンバーによって構成される4つのプ
ロジェクトチーム（地域ネットプロジェクト、調査・研究プロ
ジェクト、広報プロジェクト、ユースプロジェクト）を柱として
活動しています。平成23年度は、オリジナル教材を開発し
て子ども向けの講座を開催しました。この講座では、身近
なものから社会全体へと視野を広げ、自然との共生と経済
的発展とのバランスなどについて考えました。また、市民セ
ンターや図書館等においてESDに関する出前講座や学
習会などを実施したほか、関門地域の6大学が設立してい
る大学コンソーシアム関門においてESDの特性を活かし
たワークショップやアクティビティを体験できる講義をESD
協議会のメンバーが行うなど、様 な々活動を展開しました。

平成25年3月、小倉北区魚町に北九州市立大学を中心

とした市内10大学による「まなびとESDステーション」が
開設されました。また、アジア・太平洋の様 な々地域でESD
活動に取り組んでいる人々が集結する「第6回アジア太平
洋RCE地域会議」も北九州市で開催されます。このような
動きを契機として、市民一人ひとりがESDを理解し、自発的
かつ自立的に行動する人が増えることが大切であり、今後
も多様な主体と連携しながらESDを推進していきたいと考
えています。

里山を考える会では、市民一人ひとりが自分の身近な環
境を知ることが大切だと考え、グリーンマップ活動を行って
います。

グリーンマップとは、世界共通のグリーンマップ・アイコン
（絵文字）を使って「地図をつくる」という行為を通じて、
自分の暮らしているまちの環境に良いところ、悪いところな
どを発見する国際的な活動です。平成17年に里山を考え
る会が北九州市で初めてグリーンマップを紹介して以来、
北九州市でのグリーンマップ活動は市民レベルの環境教
育のツールとして、広がりをみせています。

平成23年度は、株式会社ゼンリンの「地図の資料館」、
山田緑地、エコライフプラザ、環境ミュージアムの4か所で

「グリーンマップ展」を開催し、アジアやヨーロッパ、アメリ
カなど世界中のグリーンマップ50点の展示を行いました。
また、上記4か所の会場で「親子でグリーンマップをつくろ
う」というワークショップを開催し、合計43組の親子が参
加しました。初めて顔を合わせる人たちがチームとなってグ
リーンマップをつくりあげることを通して、参加者からは、コ
ミュニケーションをとることの喜びや意見交換の中での驚
きなども体験できたとの声が聞かれました。

今後もワークショップを開催してグリーンマップを北九
州市における環境啓発ツールとして広めるとともに、この取
り組みを国内外に発信していきたいと考えています。

大学コンソーシアム関門

グリーンマップ展 ワークショップ

「食と農のプロジェクト」、「もったいないスクール」
 / （公財）北九州活性化協議会もったいない総研
「食と農のプロジェクト」は、身体にやさしい有機栽培で

育てた地元の農産物を消費者に紹介し、環境に貢献しな
がら、地元食文化の継承や子供たちの食育を進める活動
です。

地元の農産物を食べると、輸送に伴う環境への負荷を
減らすことができ、CO2排出量を削減することができます。ま
た、生産者の顔が見える食材を食べることにより、食の安全
にもつながります。

もったいない総研は、プロジェクト担当委員が自らの足
で調査し、見いだした有機栽培農家や、有機栽培を取り
扱っているレストラン、ショップなどをホームページで紹介
しています。（Webで「もったいない総研」を検索し、「北九
州のロハスフードMAP」欄をご覧ください）

また、子供たちの環境意識の向上を図るため、「もったい
ないスクール」を実施しており、23年度は「親子でe−キャ

ンプ」に取り組みました。スタッフを含め約140名の参加者
が、親子で飯盒炊飯し、カレーライスやハンバーグを作り、

「食」を通じて環境との関わりを学習しました。また、森の
中でエコクイズラリー等を行い、自然を満喫しました。

もったいない総研では、市民の環境意識の向上と持続
可能な社会の実現に向け、これ以外にも様々な活動を展
開しています。

八幡東区　たしろ少年自然の家にて

環境家計簿 / 北九州市婦人会連絡協議会

北九州市婦人会連絡協議会では、暮らしの中でCO2を
削減することを目指し、環境家計簿の取り組みを行ってい
ます。

平成20年から、政令指定都市7都市で300世帯を対象
に10〜12月の3ヵ月間環境家計簿をつけてもらい、家庭
から出るCO2排出量をチェックして、毎年都市間の比較を
行っています。

それに加え、平成22年度からは当会独自の取り組みとし
て、6〜8月にも環境家計簿の取り組みを行っています。23
年度は624世帯に参加していただき、全世帯でCO2排出
量を削減できました。その結果については、生涯学習総合
センターで開催された「'11まいなびフォーラム」でパネル
展示を行いました。また、取り組みの結果と各世帯で工夫
した事項をまとめた報告書を作成して、参加していただい

た全ての世帯にフィードバックしました。これにより、平均よ
り排出量が多い世帯への注意喚起や、工夫の共有化につ
ながりました。

今後はPTAや家庭教育学級などを通して、環境家計簿
を普及させていきたいと考えています。エコは、楽しく無理
なく成果が出ることで続けることができます。「お得である」、

「楽しくて気分がいい」、「くせになる」という主婦の意見
をアピールして、環境家計簿をつけたことのない人にも活
動の輪を広げていきたいと考えています。

「’11まいなびフォーラム」のパネル展示6〜8月の1世帯当たりのCO2排出量（kg/月）

22年度
（538世帯）

23年度
（624世帯）

1人世帯 212.91 212.20
2人世帯 367.16 325.38
3人世帯 485.95 439.59
4人世帯 685.52 508.11
5人以上 691.51 601.22
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第 3 章 ■ 環境首都創造への取り組み　　　

平成23年度の取組事例

 1. 北九州市民環境パスポート（カンパス）
事業 

平成18年7月の家庭ごみ収集制度の見直しを契
機に、より一層の発生抑制（リデュース）を推進するた
め、消費行動の段階からごみの減量化を図ることを
目的として、平成18年12月から全市共通ノーレジ袋
ポイント事業「カンパスシール」を展開しています。

参加店で概ね200円以上の買い物をした際に、レ
ジ袋を辞退すると、シールが1 枚もらえる仕組みに
より、マイバッグ運動を推進しています。

レジ袋削減の取組は、直接ごみの減量化に結びつ
くだけでなく、レジ袋製造に使用される資源（石油）
の節約や、CO2削減による地球温暖化対策にもつ
ながり、また、環境に配慮した消費者（グリーンコン
シューマー）を育成するという効果もあります。

 2. 環境活動を行う市民・市民団体への支
援・助成

市民や市民団体の自主的な環境活動を推進する
とともに、その活動を通じた地域コミュニティの活性
化を図ることを目的として、ごみの減量化・資源化及
び自然環境保全等の環境活動を行う市民や市民団
体への支援・助成を行っています。

（1） 集団資源回収団体奨励金制度
町内会、老人会、子ども会などの地域の市民団体に対

し、古紙の回収量に応じて、奨励金を交付しています。

（2） まちづくり協議会地域調整奨励金制度
活動地域内の古紙回収の調整（未実施地域の解

消、回収促進のPR）を継続して行うまちづくり協議
会に対し、奨励金を交付しています。

（3）  地域特性型（メニュー選択方式）市民
環境活動推進事業

地域環境活動の拡大を図るため、環境活動を自主
的に行う地域団体に対する支援等を行っています。

•剪定枝のリサイクル
•廃食用油のリサイクル
•生ごみのリサイクル
　生ごみコンポスト化容器活用講座
　生ごみコンポストアドバイザー養成講座
　地域生ごみリサイクル講座
　電気式生ごみ処理機設置助成

 3.北九州エコライフステージ 

北九州エコライフステージは、「世界の環境首都」
を目指し、毎年市民団体や事業者などで構成する実
行委員会を中心にして、エコライフの浸透を目指し
様々な環境活動に取り組むものです。

シンボル事業「エコライフステージ2011」では、
103団体、15万8千人の市民が参加し、市民団体・
企業・学校等との様々な交流が行われました。また、
サイクルツアー北九州2011など周辺の同時開催事
業と連携し、環境活動の広がりに貢献しました。

また、平成21年度から実施している「エコライフス
テージ3つの約束」では、ごみを出さない工夫、電気
の使用を最大限に抑えたイベント運営、地産地消の
推進等を行うことで、主催者・出展者・来場者が一丸
となって環境に配慮した会場づくりに取り組みまし
た。

4. 環境が豊かな生活を支える
〜低炭素社会づくりを通じて豊かな生活の創造〜

環境モデル都市認定を受けた北九州市民の意識・意欲の高まりを、大きな社会変革につないでいくため、低
炭素社会推進に関する全市民的運動を持続的に展開する。また、こうした行動が日常の生活や企業活動の中
で、当たり前のように行われるような仕組を、「見える化」「感じる化」「お得化」などの視点をうまく導入しなが
ら、行動のプラットフォームとして整備する。

レジ袋の無料配布中止の取り組み /エフコープ生活協同組合

3R活動の推進 /地球温暖化を考える北九州市民の会

エフコープ生活協同組合では、環境保全や資源の有
効活用のため、レジ袋の無料配布を中止し、レジ袋使用
の削減に取り組んでいます。平成20年2月に大里店からス
タートして、小型の店舗から順次導入し、現在では福岡県
内全16店舗のうち9店舗（北九州市内では7店舗のうち6
店舗）に導入しています。この取り組みは、買い物の際にマ
イバッグを持参してもらうよう呼びかけ、レジ袋が必要な方
には1枚3円でお渡しするものです。誰もが気軽に参加でき
る環境の取り組みであり、この事を通して環境問題に関心
を持っていただくことを目的としています。

導入に際しては、店舗ごとに店長やスタッフのほか地域
の組合員からなる「現場推進チーム会」を結成して準備を
行い、事前にポスター、チラシ、商品の配達ルート等を通じ
た周知活動を行っています。さらに、日常的な呼びかけを
推進することにより、平成24年3月時点のマイバッグ持参
率は、エフコープ全16店舗で65.8%、導入している9店舗
では89.3%に達していま

す。事業者側だけでなく、地域や組合員と一体となって

取組むことにより、組合員の環境に対する意識が高まるとと
もに、地域内での人のつながりを深めることにもつながりま
した。

残る7店舗（北九州市内は1店舗）でも、平成25年2月
から同様の取り組みを開始する予定であり、現在準備を進
めています。今後は、他のスーパーなどとも協力しながら、こ
うした取り組みをさらに広げていきたいと考えています。

地球温暖化を考える北九州市民の会は女性メンバーで
構成されており、身近なことから環境問題を解決するため
の活動を行っています。

主な取組みとして、当会の各グループで3ヵ月毎に環境家
計簿を記帳して結果報告を行うほか、ゴミ削減のための3R

（リユース、リデュース、リサイクル）活動などを行っています。
3R活動については、北九州市主催の「エコライフス

テージ」にワークショップを出店し、対話を通じて普及活
動を行っています。平成23年度は、畳を製作する過程で
余った “へり”を使用して、A4サイズの書類入れや小物入
れを参加者と一緒に手作業で作り、子どもから高齢者まで

幅広い世代に楽しんでいただけました。また、その場で、予
め作成しておいた畳の“へり”で作ったカバンや、使用済み
プリペイドカードで作った小物入れなどを販売しました。こ
のカバンは、軽くて丈夫と大変好評でした。こうした活動を
通して、楽しみながら家族でできるエコライフを市民に広
げていきたいと考えています。

活動する中で、市民の環境問題への意識が年々高まって
きているように感じています。今後も、子どもや孫の世代によ
り良い環境が残せるように、主婦の視点から環境問題に対
してできることを地道に続けていきたいと考えています。

工夫を凝らした手作りポスター

ワークショップの様子 畳の“へり”で作ったカバン
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第 3 章 ■ 環境首都創造への取り組み　　　

平成23年度の取組事例

 1.アジア低炭素化センター 

（1） 背景
環境モデル都市に選定された本市は、「北九州市

環境モデル都市行動計画」において、2050年まで
に、アジア地域でCO2排出量を本市の2005年比で、
150%削減するという目標をあげました。そのため、
アジア地域の低炭素化を通じて、地域経済の活性化
を図るための中核施設として、「アジア低炭素化セン
ター」を平成22年6月に、八幡東区平野に開設しま
した。

（2） アジアにおける環境ビジネス実績
ア. 中国
•中国でのインバータによる省エネ事業

㈱安川電機とアジア低炭素化センターが共同で、
中国における工場への高効率モータシステムの導入・
普及に基づく二国間クレジット組成調査に関し、経済
産業省から「平成22年度地球温暖化対策技術普及
等推進事業」に係る委託先として採択されました。

平成23年度より、天津経済技術開発区において、
㈱安川電機が有する制御系EMS（エネルギー管理
システム）を工場内に構築し、省エネルギー化を実現
するための「天津経済技術開発区内工場向けエネル
ギーマネジメント推進事業」を実施しています。

イ. インド
• デリー・ムンバイ間産業大動脈（DMIC）構想ス

マートコミュニティー事業

•E-Waste（電気電子機器廃棄物）リサイクル事業
本市は平成21年から2年間、インド・グジャラート

州を対象に、平成24年5月に施行の「インド版家電
リサイクル法整備」による日本企業のビジネス可能
性調査を実施しました。

この調査を受けて、本市エコタウン企業である日
本磁力選鉱㈱とともに、インド国内で今後発生する
廃PC や携帯に含まれる基板を輸入し、エコタウン
の同社工場でレアメタルを含む金属回収を目的とし
た実証事業を行い事業化を目指しています。

ウ. インドネシア
• スラバヤ市との戦略的環境パートナーシップ共同

声明
本市は、平成14年度よりスラバヤ市で生ゴミのコ

ンポスト化に協力しており、生ゴミの30%減量化に
貢献してきました。この強力な友好関係を基盤に、従
来の協力のみならず、環境ビジネス展開のための新
たな関係構築に向けた協議を進めてきました。その
結果、平成23年3月、両市の持続可能な発展に向け
て、戦略的環境パートナーシップ共同声明を発表し
ました。

その取り組みの一環として平成24 年3 月、経済
産業省の「インフラ・システム輸出促進調査等委託事
業（グローバル市場におけるスマートコミュニティー
等の事業可能性調査）」に、新日鉄エンジニアリング
㈱等と共同で採択されました。今後、インフラ輸出を
目指したモデル事業を実施し、その成功モデルのア
ジア地域への普及拡大を図ります。

（3） エコタウンの海外展開
海外からの北九州エコタウン視察者は年々増加し

ており、最近は、単なる視察依頼だけでなく、エコタ
ウンのノウハウ移転や市内企業の海外進出も含めた
交流の要望が増えています。本市は平成19 年から
中国の3都市（青島市・天津市・大連市）でエコタウ
ン協力事業を実施しました。

（4）  財団法人北九州国際技術協力協会
（KITA）

KITAは、北九州市がこれまでに培った技術や経験

5. 環境がアジアの絆を深める
〜低炭素社会づくりのアジア地域への移転〜

北九州市で育まれる低炭素社会づくりの取組を、アジア諸都市との環境協力ネットワークをベースにアジア
モデルとして総合的に移転し、アジア全体の低炭素社会の実現と豊かな発展に貢献する。

を途上国に移転することを目的に、昭和55年に設立
されました。以来、本市の環境国際協力の実践機関
として、国際研修、専門家派遣、コンサルティング、調
査研究、国際親善交流など、多彩な活動を実施して
います。

ア. 国際研修事業
KITAでは、国際協力機構（JICA）研修41コース

（環境対策研修14コース、循環型社会研修3コー
ス、生産技術・設備保全研修17コース、職業訓練研
修他7コース）、中国昆明市水環境改善研修等10
コース、計51コースを実施し、研修員431名を受け
入れました。

イ. 技術協力事業
• インドネシア・スラバヤ市における分散型排水処

理施設整備事業
スラバヤ市マス川支川流域のモデル地域におい

て、排水処理のマスタープランを策定します。さらに
同地区内を構成する複数の町内会において、分散型
排水処理施設の設置を展開し、河川水質の改善を図
るものです。平成23年度はマスタープラン作成に向
けた現地調査を実施しました。

• フィリピン・メトロセブ地域における廃棄物管理
手法の確立
インドネシア・スラバヤ市で成功をおさめた、生

ごみ堆肥化を核とした市民参加型廃棄物管理手法
（KitaQ方式）を現地の実情を合わせた方法で普
及・推進するため、技術指導、人材育成、市民啓発活
動を行うものです。コミュニティにおけるコンポスト
センターの立ち上げ・運営を支援、家庭ごみ堆肥化
と分別回収促進、事業系ごみへのコンポスト活用支
援、活動成果をフィリピン全土に広げるための方法
の検討を行っています。

•タイ・新バイオディーゼルの合成法の開発
北九州市立大が開発した100%軽油として使用で

きるバイオディーゼル（HiBD）をタイで普及させるも
のです。（従来法では軽油に10%程度まで混合して
使用できるバイオディーゼルの製造が主流）。 KITA 
は、バイオディーゼルの原料となる廃食用油等のタ
イにおける収集運搬システムについての現地調査と
検証を担当しています。

（5）  財 団 法 人 地 球 環 境 戦 略 研 究 機 関
（IGES）北九州アーバンセンター

IGES（本部　神奈川県）はアジア太平洋地域の持
続可能な開発の実現に向け、実践的かつ革新的な
施策手法の開発や環境対策の戦略づくりを行ってい
ます。

北九州アーバンセンターは、平成11年にIGES 北
九州事務所として開設され、主に国連アジア太平洋
経済社会委員会（ESCAP）及び北九州市との協力
プログラム「クリーンな環境のための北九州イニシア
ティブ」等の活動を行ってきました。同ネットワーク
に基づく都市間環境ネットワークは、平成22年2月、

「アジア環境都市機構」として再編強化されていま
す。平成22年4月には、北九州アーバンセンターと改
称し、廃棄物管理・汚染規制・交通等の都市問題を
中心に、低炭素で環境的に持続可能な都市の実現
に向けた自治体の取組みを促進するための研究を進
めています。

ア. 「 環境的に持続可能な都市（ESC）」モデル都市
プログラムとハイレベルセミナー

環境省のクリーン・アジア・イニシアティブ業務の
一環として、東アジア首脳会議環境大臣会合の枠
組みの下、2012年3月、「環境的に持続可能な都市

（ESC）」ハイレベルセミナーをカンボジア（シェムリ
アップ市）で開催しました。この中でASEAN8カ国
代表より、ESCモデル都市プログラムの実施状況が
報告されました。アジア環境都市機構の参加都市の
活動とも連携しながら、同地域のモデル都市の実現
に向けた支援を続けていく予定です。

イ.  都市間連携によるアジアの低炭素型発展に関す
る研究

九州大学や法政大学等と連携した都市間協働
によるアジアの低炭素型発展に関する研究では、
2012年2月、東京で国際ワークショップを開催し、
低炭素施策指標のアジア都市への適用可能性や国
際都市間連携の方策について協議しました。今後
は、アジア地域における低炭素化施策の適用を促進
するため、調査結果をもとに研修資料を作成し、現地
ワークショップや研修受入れを通じ、自治体職員の
能力向上を図ります。
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第 4 章 ■ 国による取り組みの評価　　　

国際研修・環境国際協力事業

生ごみコンポスト化事業

OECDグリーンシティプログラム

アジア低炭素化センターが様 な々国際ネットワークを活
用し、事業展開を行っている背景としては、これまで本市
やKITAが海外から多くの研修員を受け入れていることや、
アジアを中心とする諸都市での環境国際協力事業を展開
していたことがあげら
れます。国際研修につ
いては1980年から始
めており、これまで140
カ国6638名の研修員
を受け入れています。ま
た、環境国際協力事業
では、廃棄物処理や環
境教育などをテーマと

して事業を展開しており、現地へ専門家を派遣し技術指
導等を行っています。平成23年度には、マレーシアで、本
市の環境技術やノウハウを活かした廃棄物管理の効率化
に向けた国際協力事業を行いました。

本市は、平成14年よりインドネシア国スラバヤ市におい
て、市内企業であるJ-Powerグループ株式会社ジェイペッ
ク若松研究所の高倉弘二業務推進役の協力を得ながら、
生ごみコンポスト化技術を活用した市民参加型廃棄物管
理推進事業を行ってきました。　

その成果として、スラバヤ市の廃棄物量が30％削減さ
れるとともに、市民の環境意識の向上につながりました。さ
らに、スラバヤ市内で作られたコンポストはまちの緑化整
備にも活用されており、今ではスラバヤ市はインドネシア
国における環境先進都市となっています。

さらに、こうしたスラバヤ市の成功例は、近隣諸国・都

市からの関心を多く集めていることから、本市はJICA、
KITA、IGESなどと連携して、さらに多くの都市に広げようと
しています。取組みの一例として、平成23年6月に、アジア
4カ国11都市から現
地で廃棄物分野を
担当する行政官が集
まる「コンポストネッ
トワーク会合」を本
市で開催しました。

経済協力開発機構（OECD）は、世界の34の先進国が
加盟し、ブラジル、ロシア、アフリカ諸国を含む100カ国以
上の国・地域とも専門知識や経験の共有を行う「世界最
大のシンクタンク」であり、世界に対し大きな発信力・影響
力を持っています。

OECDが取り組む「グリーンシティプログラム」は、モデ
ルとなる都市のグリーン成長に関する政策について他都
市との比較に基づき分析・評価を行い、その成果をモデル
都市ごとに公表するほか、全体報告書を発行し、全世界に
情報を発信するものです。

平成23年6月、本市はこのモデル都市の一つとして、パ
リ、シカゴ、ストック
ホルムとともに、ア
ジアで初めて選定
されました。

現地指導の様子

1. 環境モデル都市における平成23年度の取り組み評価

環境モデル都市に選定された13の都市は、毎年、前年度の取組の進捗状況と取組評価の決定及び温室効果ガ
ス排出量等のフォローアップを行うこととしています。

そこで、平成23年度の取組について、内閣官房地域活性化統合事務局から公表されました。
評価の内容は、5つの指標についてそれぞれ5段階評価を行い、レーダーチャートで表示されています。

（参考）5つの指標
A:取組の進捗
B:温室効果ガス削減・吸収量
C:地域活力の創出
D:地域のアイデア・市民力
E:取組の普及・展開
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第 4 章 ■ 国による取り組みの評価　　　

北九州市
人口 : 97.0万人、世帯数 : 42.3万世帯（平成24年3月末現在）
就業人口 49万人（平成21年度）、市内GDP : 3.5兆円（平成21年度）
面積 : 488.8万㎢（うち森林面積187万㎢）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

平成23年度においては、これまでに整備した基盤により着実に取
組を進めており、主要な取組として、スマートコミュニティ創造事業で
は、社会実証の本格開始に向けて参画企業が開発したエネルギーマ
ネジメントシステムを導入・設置した。また、アジア低炭素化センター
を中心に、海外への中小企業の環境ビジネス展開を支援するととも
に、OECDによるグリーン成長モデル都市として、アジア地域で初めて
選定された。

これらを含め、すべての事業を確実に推進しており、市内企業にお
ける生産プロセスの改善に加えて、東南アジアにおいて「北九州方式
生ごみ堆肥化事業」を拡大するなど、温室効果ガスの大幅な削減に貢
献した。

また、取組の展開や市民力向上につながるような本市独自の取組
を推進し、大きな成果を創出した。

A:施策進捗

（特記事項）

B:温室効果ガスの削減・吸収量

（特記事項）

A：取組の進捗
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D：地域のアイデア
・市民力

4

 環境モデル都市における平成23年度の取組の評価結果 

4

4

計画との比較 評点 取組数 点数 評価指数 評価区分

a）追加/前倒し/深堀り 2 17 34
算定式:
②/①
*100

5 130〜

b）ほぼ計画通り 1 53 53 4 110〜

c）予定より遅れ/予定量に達せず 0 0 0 3 90〜109

d）取り組んでいない -1 0 0 2 70〜89

計 ①　70 ②　87 124 1 〜69

【参考指標】

出典:内閣官房 地域活性化統合事務局

【参考指標】
取組による効果 （t-CO2） （前年度比） 温室効果ガスの排出量 （万t-CO2） （前年度比）

温室効果ガス削減量 83,950 +17.8% H23実績（暫定値）（実排出係数） 1,631 +7.6%

温室効果ガス吸収量 9,899 +10.1% H23実績（暫定値）（排出係数固定） 1,516 +0.5%

•北九州市環境モデル都市行動計画に掲げる70の取組において、平
成23年度は、追加・前倒し・深掘りを行ったものが17（24%）、計画
通り進捗した取組が53（76%）であり、着実に取組を推進している。

•北九州スマートコミュニティ創造事業においては、ダイナミックプラ
イシングなどの社会実証の本格開始に向けて、参画企業が開発した

エネルギーマネジメントシステムを導入・設置した。
•アジア低炭素化センターを中心に、アジア地域への中小企業の環境

ビジネス展開を支援した。
•OECD（経済協力開発機構）から、経済成長と環境政策を両立した
「グリーン成長モデル都市」として、アジア地域で初めて選定された。

•産業・業務部門においては、連続焼鈍炉の効率向上やコンプレッサ
機器等の運転時間短縮などに加えて、CASBEE北九州や省エネ診
断・改修を活用した機器の導入などに取組み、約18,000tのCO2削
減に寄与した。

•再生可能エネルギーの普及に向けた太陽光発電の導入については、
家庭用を中心としてこれまでに約30,000kW導入するなど、目標を
上回るペースで進捗している。

•海外における取組として、東南アジアにおける「北九州方式生ごみ堆
肥化事業」の推進により約41,000t、上下水道分野の協力により約

4,600tのCO2削減に寄与した。
•温室効果ガス排出量（暫定値）については前年比で7.5%増となって

いるが、エネルギー使用量が減少したのに対して排出係数が悪化し
たことが考えられる。

•北九州スマートコミュニティ創造事業やアジア低炭素化センターを基
点とした海外支援など、大規模な削減効果が見込まれる取組を着実
に推進しており、アクションプランに掲げる目標の達成が見込まれる。

D:地域のアイデア・市民力

（特記事項）

C:地域活力の創出

（特記事項）

E:取組の普及・展開

（特記事項）

5

5

5

【参考指標】

【参考指標】

【参考指標】

•自治体として初めての実施である「環境首都検定」の受検者数が大
幅に増加し、23年度は1,800人（前年から800人増）を超え、環境
意識のレベルアップや環境に関心を持つ市民の裾野が拡大した。

•市民主体の環境活動や催しなどを行う西日本最大級の環境イベント
である「北九州エコライフステージ」は、73.9万人の市民等が参加し

（前年から 7.4万人増）、市民環境力の向上や情報交換の場として貢
献した。

•自然モデルである「響灘・鳥がさえずる緑の回廊創生」事業は、市民

や企業と一体となった取組みとしてこれまでに35万本の植樹を行っ
たほか、日本最大級のビオトープが仮オープンした。

•環境産業のネットワーク形成に向けて、環境産業推進会議及び部会を
設置しており、金融部会や太陽光普及促進協議会などが新たに加わっ
たことで、異業種が一体となって環境産業を推進する体制を強化した。

•北九州ESD協議会について、参加団体や個人会員が増加するなど、
地域拠点として機能・活動の拡充を図るとともに、人材育成につなが
る事業を展開した。

•北九州スマートコミュニティ創造事業において、地域全体のエネル
ギー管理を行う「地域節電所」、家庭や事業所と地域節電所をつな
ぐ「スマートメータ」、住宅やビルのエネルギーを管理するHEMSや
BEMSなどを設置した。

•アジア低炭素化センターにおいて、中国・天津市と低炭素社会づくりに
向けての協力に関する覚書を締結するなど、国内外の関係機関との連
携を強化するとともに、地元企業による海外環境ビジネスを推進した。

•城野ゼロ・カーボン先進街区の形成に向けて、まちづくりの取組内容

をまとめた「城野地区まちづくり基本計画」を策定して、関係者の役
割を確認する「城野地区の整備に関する基本協定」を締結した。

•紫川エコリバー構想等を進め、環境に配慮した施設に施設にシンボ
ルステッカーやプレートを設置するとともに、それらの施設を紹介し
た小冊子（マップ）を配布し、効果的なPRを実施した。

•環境配慮製品のうち、「新規性・独自性」と「市場性」について、特に優
れているものを「いち押しエコプレミアム」として重点的にPRを行う
とともに販路開拓・拡大のワーキンググループをを立ち上げた。

•自治体としては初めて民間企業と連携して小型電子機器の回収実
験に取組んでおり、市内75ヶ所に回収場所を設置するとともに、福
岡市・直方市と3者協定を締結するなど、その実施地域をさらに拡大
した。

•世界初となる北九州水素タウンの本格実証に取組んでおり、燃料電
池を用いた小型移動体の実証としてスクーターやフォークリフトの
導入など、水素エネルギーについて目に見える形で実証した。

•数多くの視察者や国際研修を受け入れているほか、OECDグリーン
シティプログラムにおいて、都市の成長を促す環境政策などの事例

検証の対象として、世界で4都市、アジア地域で唯一のモデル都市に
選定された。

•廃棄物処分場跡地に整備した響灘ビオトープにおいて、絶滅危惧種
に指定されている希少生物を含む、237種の鳥類・284種の植物・
24種のトンボなどが確認された。

•アジア地域におけるエコタウン事業を推進し、ビジネスチャンス創出
や地域経済の活性化に貢献した。

アジア低炭素化センター 企業との協議回数 483回 小倉都心部の低炭素型の街づくり事業費 9億円
アジア低炭素化センターでの成果事例 ROROターミナルの整備 35.9億円

中国・天津市との覚書締結 中小企業向け省エネ設備導入補助金額 5千万円
中小企業アジア環境ビジネス支援事業を実施 エコタウン立地企業数（延べ） 30社

環境産業推進会議　登録数 515社、34団体 エコタウン　投資額 8億円
エコプレミアム選定数 13件 （延べ178件 ） エコタウン関連企業雇用者数 1,418人
スマートグリッド　投資額 37億円 市のグリーン購入 100%

環境首都検定　受検者数 1,879人 自然環境保全活動参加数 36団体、2,000人
エコライフステージ　出展団体数 103団体 まち美化活動参加者数 119,049人
エコライフステージ　参加者数 738,619人 市民のエコドライブ参加者数 29,030人
NPO主体の空き缶回収量 247,551kg 市民のノーマイカー参加者数 24,000人
町内会・子ども会の古紙回収量 29,106t レジ袋削減枚数 1,675万枚
市民センター等での廃食用油回収量 6,298ℓ 市民植樹 100,247本
ビオトープ視察者数 700人

小型電子機器回収個数（レアメタル） 63,000個 エコタウン　視察者数 100,576人
燃費管理サイト登録数 法人61社、個人188人 水素タウン　視察者数 2,577人
国際研修　受入人数 431人 エネルギーパーク　視察者数 19,128人
スマートコミュニティ視察者数 1,287人 CASBEE北九州　届出件数 25件
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第 4 章 ■ 国による取り組みの評価　　　

下川町
人口 : 3,634人、世帯数 : 1,807世帯（平成24年3月末現在）
就業人口 1,807人（平成22年度）、町内 GDP : 215億円（平成21年度）
面積 : 644.2㎢（うち森林面積 569.8㎢）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

森林管理の基本である「成長量以上を伐採しない」を基本とし、木
材の安定供給と雇用の確保を継続しているとともに、循環型森林経営
による適切な森林管理のもと、計画通りの吸収量を確保している。 

また、温室効果ガス削減量については、高齢者園複合施設「あけぼ
の園」の木質ボイラーが通年稼動したこと等により一定の削減効果が
得られた。

町民参加型のエコ・アクション・ポイントやバイオマスライブ、自然エ
ネルギー映画上映会、エコハウス宿泊体験等について定着と拡充が
図られ、今後の取組みの推進力を醸成することができた。 

住宅エコ改修等支援による新改築の促進や木質原料製造施設の運
営など、経済効果の高い事業が展開され、地域活力の創出が図られた。

帯広市
人口 : 16.8万人、世帯数 : 8.2万世帯（平成24年3月末現在）
就業人口 8.8万人（平成21年度）、市内 GDP : 5,376億円（平成19年度） 
面積 : 618.94㎢（うち森林面積 258.1㎢）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

平成 22年度において実施した取組の総括について、施策進捗が
「4」、温室効果ガス削減・吸収量が「4」、地域活力の創出が「4」、地域
のアイディア・市民力が「4」、取組の普及・展開が「3」となっており、レー
ダーチャートからも判るように、おおよそ平均的に効果が発現してい
る。

今後は、今回明らかとなった温室効果ガス排出量における各部門毎
の傾向を元に、本市において重点的に対策を行なうべき分野への対策
や、進捗の遅れている事業に対する対策をさらにすすめ、評価の向上に
つなげていく。

千代田区
人口 : 4.9万人、世帯数 : 2.7万世帯（平成24年3月末現在） 
就業人口 98.6万人（平成21年度）、区内 GDP : --兆円（平成--年度）
面積 : 11.64万㎢（うち森林面積 0㎢） 

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

◆「取組の進捗」については、再開発地区の案件を除けば、概ね計画通
りに進んでいる。

◆「温室効果ガス削減量」と「地域活力の創出」は、生グリーン電力導入
プロジェクトや地域冷暖房の高効率化など、都心ならではの大規模
事業者と協力した取組みにより、大幅な削減実績を残すことができ
た。また、区独自の制度である温暖化配慮行動計画書制度の開始に
より、企業のソフト対策を促進し、「地域活力の創出」に大きな成果を
生み出した。

◆「地域のアイデア・市民力」と「取組みの普及・展開」については、区民
はもとより、企業や、公立小学校から大学の学生まで、幅広く参加可
能な普及啓発活動を展開している。特に、大丸有地区では、エリア内
の企業との協力関係をもとに、様々な環境・エコ活

動を展開し、情報発信を行っている。他都市にはない全国に先駆けた
モデルとなる取組を実施し、大きな成果を創出している。
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0
1

2
3

4
5

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

E：取組の
普及・展開

C：地域活量
の創出

D：地域のアイデア
・市民力

3

A：取組の進捗

0
1

2
3

4
5

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

E：取組の
普及・展開

C：地域活量
の創出

D：地域のアイデア
・市民力

3

A：取組の進捗

0
1

2
3

4
5

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

E：取組の
普及・展開

C：地域活量
の創出

D：地域のアイデア
・市民力

3

他都市の評価（総括部分のみ） 出典:内閣官房 地域活性化統合事務局

横浜市
人口 : 368.9万人、世帯数 : 159.4万世帯（平成24年3月末現在）
就業人口 170.3万人（平成22年度）、市内総生産額 : 12.4兆円（平成21年度）
面積 : 434.98㎢（平成24年度）、緑被率 29.8%（平成23年度）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

横浜市の平成 23年度の取組は、「環境モデル都市アクションプラ
ン」に基づき実施し、概ね予定どおりに進んでいる。ハード面の取組で
は、太陽光発電システムの設置補助、電気自動車の購入補助等が大き
く拡大した。また、市役所の取組として市庁舎へのLED導入、小水力発
電の設置などを当初の計画以上に進めた。ソフト面の取組では、「ヨコ
ハマ・エコ・スクール（YES）」として地球温暖化問題に関連した様々な
講座やイベントを開催し、家庭での脱温暖化行動・省エネ行動を喚起・
促進した。「横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）」における市民・
事業者・行政が一体となった取組が高く評価され、平成 23年12月に
スペイン・バルセロナ市で開催された『スマートシティエキスポ国際会
議 2011』において、「ワールドスマートシティ・アワード」を都市部門に
おいて受賞した。

飯田市
人口 : 10.4万人、世帯数 : 3.8万世帯（平成 24年 3月末現在）
就業人口 5.5万人（平成 21年度）、市内 GDP : 0.3兆円（平成21年度）
面積 : 658.7万㎢（うち森林面積 180.0万㎢）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

平成 23年度は、東日本大震災の影響で新エネルギーと省エネル
ギーに注目の集まった年となった。当市の公民協働による太陽光発電
導入の取組みにも、注目が集まり、これまでの取組みの波及効果の高
い年となった。 一昨年に引き続き、飛躍的に太陽光発電の普及が進む
と共に、大型ペレットボイラーの稼動、メガソーラーいいだの本格稼働
等で、温室効果ガス削減効果が顕著に現れた。当市にとって有効かつ
未利用の水のエネルギー（小水力発電）を利用するための基礎になる
調査や、組織設立の準備が進んだ年であった。また、太陽、森、水を中心
とした当地域に多く賦存するエネルギーにより、地域が主体となった
ローカルクリーンエネルギービジネスを興すための準備も進んだ 1年
になった。これらの取組みは、数年後には大きな成果を生み出すものと
期待される。

豊田市
人口:42.3万人、世帯数:16.7万世帯（平成 24年3月末現在）
就業人口 21.7万人（平成 22年度）、市内 GDP:2.7兆円（平成21年度）
面積:918.47万㎢（うち森林面積 627.54万㎢）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

平成23年度の取組は、全体として概ね計画どおりに取組がなされた。
平成23年度のCO2排出量は525.8万t-CO2で、前年度比+23.7万t-CO2

（+4.7%）と若干増加している。基準年比では、算定方法が異なるため
単純に比較はできないが、▲28.3万 t-CO2（▲5.1%）という結果となっ
ており、前年度（▲9.4%）の半分程度の削減率となっている。このことに
ついては、アクションプラン策定時の排出係数を固定して推計したとこ
ろ、前年度比率+1.0%に抑えられていることが読み取れる（早期算定:前
年度比率+4.7%）ことから、2011年度の増加分については排出係数の
増加が主要因であるものと考えられる。取組による主な効果としては、先
進の次世代自動車等の利用機会を提供することや公共交通の利便性を
向上させることで、市民の低炭素都市づくりに向けた意欲・意識を向上す
るとともに、次世代自動車購入補助を強力に推進することや、次世代エネ
ルギー・社会システム実証の取組の見える化を図ることなどを通じて、民
生分野における普及啓発や自動車産業を始めとする地場産業の活性化
に貢献した。 また、市域の7割を占める森林の分野で、森林作業者等の雇
用創出効果や、事業地の団地化に向けて地域自らが森林管理・整備方針
を決めるなど地域主体の森林管理が着実に進められた。
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富山市
人口 : 41.6万人、世帯数 :16.3万世帯（平成24年3月末現在）
就業人口 4.4万人（平成19年度）、市内 GDP : 1.8兆円（平成21年度）
面積:面積 : 1241.9万㎢（うち森林面積 859.8万㎢）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

アクションプランで計画していた事業については、公共交通活性化
等の中核をなす事業や家庭部門での事業を中心に、昨年度前倒しで
行った事業や計画通りにしている事業が大部分を占め、良好な進捗状
況といえる。また、業務・家庭部門で昨年度を上回る温室効果ガスの削
減効果が得られた。加えて、 3月に運転を開始した小水力発電所や、 1
月に認定された次世代エネルギーパークに加え、コンパクトシティ関連
事業や環境モデル都市、コミュニティサイクルには多くの視察・見学が
あり、地域内外への普及・ PRにつながっている。しかしながら、CO2排
出量については増加傾向が顕著であり、特に産業・業務・家庭の部門で
の削減を図っていく必要がある。

京都市
人口 : 147.1万人、世帯数 : 68.4万世帯（平成24年3月末現在）
就業人口 80.7万人（平成21年度）、市内 GDP : 5.9兆円（平成20年度）
面積 : 827.9㎢（うち森林面積 6.1万ha ※平成21年度京都市農林統計資料より。）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

•平成23年3月に策定した「京都駅南口駅前広場整備計画」を基に,使
いやすくおもてなしの心を備えた駅前広場の整備に向けて,交通管理
者,道路管理者,交通事業者などの関係機関と調整を行うとともに,測
量・予備設計を実施した。また,平成22年度に,四条通において実施し
た社会実験の取りまとめを行うとともに,四条通の歩道拡幅と公共交
通優先化について都市計画決定を行った。

•再生可能エネルギーの徹底的活用については,住宅用太陽光発電の
助成件数が平成22年度の1.5倍以上となり,導入が大きく進んだ。ま
た,平成22年度に設立した,「スマートシティ京都研究会」及び分科会
において,継続して京都ならではのスマートコミュニティについての検
討を行った。

•その他,「平成の京町家」として15件を認定（累計17件）するなど,京都
ならではの取組を推進した。

堺　市
人口 : 85万人、世帯数 : 38万世帯（平成24年3月末現在）
就業人口 36万人（平成22年度）、市内 GDP : 2.6兆円（平成14年度）
面積 : 149.99㎢（うち森林面積 400ha） 

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

平成23年度は、前年度に計画した制度、施策の運用、実施及び既存
事業の拡充を図った。具体的には、国内最大規模である堺太陽光発電
所が平成23年9月に全面稼働し、低炭素化に資するのみならず、施設
のPRを通じて太陽光発電の普及啓発にも寄与した。また、「公用車EV
カーシェアリング」が実施され、先進的な事例として注目を集めるなど、
他都市のモデル事業となった。さらに、晴美台エコモデルタウンの創出
に向けた事業者の公募、選定を終え、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
の実現に向けて、計画どおり進んでいる。

このように、平成23年度は産業、民生、運輸すべてにおいて着実に取
り組みが進んでおり、行政、企業、大学、市民が一体となって取り組みを
進めることができた。
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梼原町
人口 : 3,803人、世帯数 : 1,766世帯（平成24年3月末現在）
就業人口 : 2,672人（平成17年度）、町内 GDP : 10,986百万円（平成21年度） 
面積 : 236.5㎢（うち森林面積 215.1㎢）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

①プロジェクトの柱事業の一つ「風力発電所の建設」については、高知県
との共同事業として事業化検討委員会を立上げて構想を立てられた。

②プロジェクトの柱事業のもう一つの柱「木質バイオマス地域循環モデ
ル事業」については、木質ペレットの製造について具体的な破砕機の
検討を行なって、オガ粉方式による製造方法による製造量増加の方向
を見い出せた。

③CO2削減プロジェクトについても、町独自の新エネルギー利用施設助
成金以外の機器の導入はなかったが、既に導入した機器の利用が進
み、CO2削減効果があった。

④特筆すべきは、3/11震災以降自然再生エネルギーに対し熱い視線が
注がれるようになり町外への好影響が地域への経済効果につながる
環境と経済の好循環の目が芽生え始めた。

水俣市
人口 : 2.7万人、世帯数 : 1.2万世帯（平成24年3月末現在） 
就業人口 1.3万人（平成21年度）、市内 GDP : 663億9千万円（平成21年度推定値）
面積 : 163㎢（うち森林面積 122㎢）

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

平成23年度は、再生可能エネルギーや省エネ、 EV充電設備等の
ハード整備と併せて、学校エコ改修に伴う環境学習やオリジナル ISO、
レジ袋削減キャンペーン、市民の森づくり等のソフト事業も進められ、
計画は全体的に順調に進んでいる。推進体制である市民協働の円卓会
議を再編し、エネルギーや環境金融等の新テーマも加え、より地域活
性化に繋がる展開も図っている。また、これまで進めてきた水俣病の経
験を教訓とした多様な環境施策（ごみ減量、環境 ISO、生態系保全等）
も深めながら、市民・事業者・行政が一体となりつつ、全国の自治体や 
NGOネットワーク、JICA等を通じ、市内はもとより国内外との連携・協
力も進めている。

宮古島市
人口 : 5.5万人、世帯数 : 2.4万世帯（平成24年3月末現在） 
就業人口 2.5万人（平成17年度）、市内 GDP : 0.1兆円（平成21年度） 
面積 : 205㎢（うち森林面積 32㎢） 

平 成 23 年 度 の 取 組 の 総 括

アクションプランに掲げる取組の進捗については、計画どおり又はそ
れ以上に進捗していると評価。温室効果ガス排出量等ついては、前年
度比で5%減少していることから、同様に推移するとアクションプランに
掲げる目標を超えて達成することが見込まれる。地域活力の創出等とし
ては、これまでの実証事業及び、新規実証・支援事業等の実施により、
事業所新設・環境関連事業への参入促進に繋がった。 地域のアイディ
ア・市民力については、市民・事業所による「エコアイランド宮古島」づく
りの情報発信により、島内への意識醸成とブランド力向上に繋がった。
取組の普及・展開については、課題であった情報発信について積極的
に取り組んだことにより、市民・事業者主催イベントの増加と太陽光・
EV等の普及が進んだ。
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2. 環境モデル都市の平成 23 年度温室効果ガス排出量等の状況一覧
出典:内閣官房 地域活性化統合事務局

都市名

排出係数
(kg-co2/kwh)
上段 = 基準年
中段 = H22
下段 = H23

①実排出係数を用いた場合 ②排出係数を固定した場合
排出量の主な増減要因とアクショ
ンプランに掲げる削減目標の達成
見込みH23 排出量

（万 t-CO2）
H22 排出量

（万 t-CO2） 前年度比 H23 排出量
（万 t-CO2）

H22 排出量
（万 t-CO2） 前年度比

北九州市
H18:0.375
H22:0.385
H23:0.525

1631.0 1517.0 +7.5% 1516.0 1508.0 +0.5% • 産業部門においては、震災後の工
場稼働の西日本シフトの影響によ
り、電気・ガス等の消費量が増加
した

• アクションプランの実施により約
8.4 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 1189.0 1126.0 +5.6% 1130.0 1122.0 +0.7%
運輸部門 133.0 130.0 +2.3% 133.0 130.0 +2.3%
業務部門 165.0 136.0 +21.3% 130.0 133.0 ▲ 2.3%
家庭部門 106.0 91.0 +16.5% 85.0 89.0 ▲ 4.5%
エネルギー転換部門 38.0 34.0 +11.8% 38.0 34.0 +11.8%

下川町
H02:0.490
H22:0.353
H23:0.485

2.6 2.4 +8.7% 2.6 2.6 +1.6% • 計画策定時の排出係数を固定し係
数悪化の影響を除いても業務・家
庭部門が増。例年以上に厳しい冷
込みが一因

• アクションプランの実施により約
0.1 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 0.8 0.8 +3.8% 0.8 0.9 ▲ 4.7%
運輸部門 0.3 0.4 ▲ 11.1% 0.3 0.4 ▲ 11.1%
業務部門 0.5 0.4 +20.0% 0.5 0.4 +22.5%
家庭部門 1.0 0.9 +16.5% 1.0 1.0 +3.1%

帯広市
H12:0.479
H22:0.353
H23:0.485

131.0 121.5 +7.8% 130.3 134.7 ▲ 3.3% • 家庭部門が増加。要因は、世帯数
の増加のため（人口は減少）。排
出係数悪化の影響を除けば前年度
より削減

• アクションプランの実施により約
3.8 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 16.2 15.7 +3.2% 16.1 18.3 ▲ 12.0%
運輸部門 44.9 45.3 ▲ 0.9% 44.9 45.3 ▲ 0.9%
業務部門 29.7 26.9 +10.4% 29.5 32.7 ▲ 9.8%
家庭部門 40.2 33.6 +19.6% 39.8 38.4 +3.6%

千代田区
H20:0.418
H22:0.375
H23:0.464

260.8 266.6 ▲ 2.2% 247.9 284.1 ▲ 12.7% • 排出係数の悪化を上回る削減を実
現。要因は、震災の影響下での家
庭・企業における節電・省エネ

• アクションプランの実施により約
2.6 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 6.3 5.9 +6.8% 6.0 6.3 ▲ 4.8%
運輸部門 48.9 51.2 ▲ 4.5% 46.5 54.5 ▲ 14.7%
業務部門 195.4 199.2 ▲ 1.9% 185.7 212.3 ▲ 12.5%
家庭部門 10.2 10.3 ▲ 1.0% 9.7 11.0 ▲ 11.8%

横浜市
H20:0.418
H22:0.375
H23:0.464

1,935.0 1,856.0 +4.3% 1,858.0 1,936.0 ▲ 4.0%
• 震災に伴う大規模停電回避のため

いち早く対策を実施した結果、排
出係数悪化の影響を除けば前年度
より削減

• アクションプランの実施により約
33.4 万 t-co2 の削減を実現して
おり、目標の達成が見込まれる。

産業部門 304.0 279.0 +9.0% 287.0 296.0 ▲ 3.0%
運輸部門 381.0 381.0 +0.0% 378.0 385.0 ▲ 1.8%
業務部門 381.0 356.0 +7.0% 353.0 385.0 ▲ 8.3%
家庭部門 454.0 435.0 +4.4% 424.0 466.0 ▲ 9.0%
エネルギー転換部門 353.0 354.0 ▲ 0.3% 354.0 353.0 +0.3%
廃棄物部門 62.0 51.0 +21.6% 62.0 51.0 +21.6%

飯田市
H20:0.455
H22:0.474
H23:0.518

74.2 72.4 +2.5% 68.3 70.6 ▲ 3.3% • 震災による節電、原油価格高騰等
のため、排出係数の影響を除けば
ほとんどの部門で削減

• アクションプランの実施により約
0.3 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 22.0 21.2 +3.8% 19.3 20.4 ▲ 5.4%
運輸部門 19.0 19.0 +0.0% 19.0 19.0 +0.0%
業務部門 17.2 16.8 +2.4% 15.2 16.2 ▲ 6.2%
家庭部門 16.0 15.4 +3.9% 14.8 15.0 ▲ 1.3%

※端数処理の関係で必ずしも合計等は一致しない。
都市名

排出係数
(kg-co2/kwh)
上段 = 基準年
中段 = H22
下段 = H23

①実排出係数を用いた場合 ②排出係数を固定した場合
排出量の主な増減要因とアクショ
ンプランに掲げる削減目標の達成
見込みH23 排出量

（万 t-CO2）
H22 排出量

（万 t-CO2） 前年度比 H23 排出量
（万 t-CO2）

H22 排出量
（万 t-CO2） 前年度比

豊田市
H20:0.455
H22:0.473
H23:0.518

525.8 502.1 +4.7% 499.2 494.6 +0.9% •  2010 年以降の排出量はほぼ横ば
いであり、震災の排出係数悪化
の影響を除けば、同様の傾向に
あると言える

• アクションプランの実施により約
2.9 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 301.9 294.1 +2.7% 286.8 289.2 ▲ 0.8%
運輸部門 93.7 93.8 ▲ 0.1% 92.0 93.8 ▲ 1.9%
業務部門 55.7 43.9 +26.9% 50.6 42.7 +18.5%
家庭部門 63.4 58.0 +9.3% 58.7 56.6 +3.7%
廃棄物部門 11.1 12.3 ▲ 9.8% 11.1 12.3 ▲ 9.8%

富山市
H17:0.320
H22:0.423
H23:0.641

434.0 344.6 +25.9% 338.6 337.9 +0.2%
• 運輸部門は 2010 年に市内電車

環状線本格運用等により削減し、
2011 年も効果の定着が図られた

• アクションプランの実施により約
3.1 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 145.0 108.2 +34.0% 106.5 105.5 +0.9%
運輸部門 81.3 81.1 +0.2% 81.3 81.1 +0.2%
業務部門 103.7 79.8 +29.9% 74.9 77.7 ▲ 3.6%
家庭部門 99.6 71.9 +38.5% 71.5 70.0 +2.1%
エネルギー転換部門 4.4 3.6 +22.2% 4.4 3.6 +22.2%

京都市
H18:0.410
H22:0.311
H23:0.450

790.1 742.8 +6.4% +0.2% 762.2 ▲ 0.1%

•震災後の積極的な節電により電気
使用量は減少したものの、排出
係数の大幅上昇のため、6％余り
の排出量増となった

•アクションプランの実施により約
2.8 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 424.8 424.1 +0.2% +2.7% 424.4 ▲ 0.0%
運輸部門 111.4 108.5 +2.7% +29.6% 109.5 +0.1%
業務部門 99.7 76.9 +29.6% +24.4% 85.0 ▲ 0.5%
家庭部門 105.4 84.7 +24.4% +0.0% 92.7 ▲ 1.2%
エネルギー転換部門 12.6 12.6 +0.0% ▲ 3.4% 14.8 +0.0%
廃棄物部門 19.6 20.3 ▲ 3.4% +5.7% 20.0 +0.5%
その他 16.6 15.7 +5.7% 16.4 15.8 +3.8%

堺　市
H17:0.358
H22:0.311
H23:0.450

790.1 742.8 +6.4% 761.4 762.2 ▲ 0.1%

• 震災後の積極的な節電により電気
使用量は減少したものの、排出係
数の大幅上昇のため、6％余りの
排出量増となった

• アクションプランの実施により約
2.8 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 424.8 424.1 +0.2% 424.3 424.4 ▲ 0.0%
運輸部門 111.4 108.5 +2.7% 109.6 109.5 +0.1%
業務部門 99.7 76.9 +29.6% 84.6 85.0 ▲ 0.5%
家庭部門 105.4 84.7 +24.4% 91.6 92.7 ▲ 1.2%
エネルギー転換部門 12.6 12.6 +0.0% 14.8 14.8 +0.0%
廃棄物部門 19.6 20.3 ▲ 3.4% 20.1 20.0 +0.5%
その他 16.6 15.7 +5.7% 16.4 15.8 +3.8%

檮原町
H20:0.392
H22:0.356
H23:0.552

2.3 2.0 +11.8% 1.8 2.1 ▲ 13.2% • 計画策定時の排出係数を固定して
推計したところ、産業部門以外は
全て削減。取組の成果によると考
えられる

• アクションプランの実施により約
0.3 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 1.1 0.6 +75.0% 0.9 0.6 +45.0%
運輸部門 0.4 0.8 ▲ 53.9% 0.4 0.8 ▲ 53.9%
業務部門 0.3 0.2 +72.2% 0.3 0.3 ▲ 3.7%
家庭部門 0.6 0.5 +14.3% 0.4 0.5 ▲ 26.5%

※端数処理の関係で必ずしも合計等は一致しない。
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都市名

排出係数
(kg-co2/kwh)
上段 = 基準年
中段 = H22
下段 = H23

①実排出係数を用いた場合 ②排出係数を固定した場合
排出量の主な増減要因とアクショ
ンプランに掲げる削減目標の達成
見込みH23 排出量

（万 t-CO2）
H22 排出量

（万 t-CO2） 前年度比 H23 排出量
（万 t-CO2）

H22 排出量
（万 t-CO2） 前年度比

水俣市
H17:0.365
H22:0.385
H23:0.525

16.2 14.1 +14.9% 13.7 13.8 ▲ 0.7% • 計画策定時の排出係数を固定して
推計したところ、業務・家庭部門
で削減。取組の成果によると考えら
れる

• アクションプランの実施により約
0.4 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 5.5 4.5 +22.2% 4.8 4.4 +9.1%
運輸部門 3.7 3.4 +8.8% 3.6 3.3 +9.1%
業務部門 3.0 2.8 +7.1% 2.3 2.8 ▲ 17.9%
家庭部門 4.0 3.4 +17.6% 3.0 3.3 ▲ 9.1%

宮古島市
H20:0.946
H22:0.935
H23:0.932

32.3 34.0 ▲ 5.0% 32.4 33.9 ▲ 4.4%
• 各部門にお家、燃料、電力消費が減

少。要因としては、取組の推進のほ
か、台風被害や観光客減少による
経済活動の抑制も考えられる。

• アクションプランの実施により約
2.4 万 t-co2 の削減を実現してお
り、目標の達成が見込まれる。

産業部門 5.8 6.2 ▲ 6.5% 5.8 6.2 ▲ 6.5%
運輸部門 9.4 9.8 ▲ 4.1% 9.4 9.9 ▲ 5.1%
業務部門 7.4 7.7 ▲ 3.9% 7.5 7.6 ▲ 1.3%
家庭部門 8.2 8.5 ▲ 3.5% 8.2 8.4 ▲ 2.4%
エネルギー転換部門 0.9 1.2 ▲ 25.0% 0.9 1.2 ▲ 25.0%
その他 0.6 0.6 +0.0% 0.6 0.6 +0.0%

【H23　総計】

①実排出係数を用いた場合 ②排出係数を固定した場合

H23 排出量
（万 t-CO2）

H22 排出量
（万 t-CO2） 前年度比 H23 排出量

（万 t-CO2）
H22 排出量

（万 t-CO2） 前年度比

6553.3 6090.5 +7.6% 6153.3 6282.5 ▲ 2.1%

①実排出係数を用いた場合 ②排出係数を固定した場合

H23 H22 H21 H23 H22 H21

排出量
（万 t-CO2） 前年比 排出量

（万 t-CO2） 前年比 排出量
（万 t-CO2） 前年比 排出量

（万 t-CO2） 前年比 排出量
（万 t-CO2） 前年比 排出量

（万 t-CO2） 前年比

6553.3 +7.6% 6090.5 +4.2% 5846.8 ▲ 8.4% 6153.3 ▲ 2.1% 6282.5 +3.8% 6053.7 ▲ 5.1%

①実排出係数を用いた場合 ②排出係数を固定した場合

H23 H22 H21

排出係数を固定した試算データ無し排出量
（万 t-CO2） 前年比 排出量

（万 t-CO2） 前年比 排出量
（万 t-CO2） 前年比

未発表 112263 +7.2% 104675 ▲ 4.7%

※端数処理の関係で必ずしも合計等は一致しない。

■ 参考データ
（1）過去3年間の推移（環境モデル都市分）

（2）全市町村の排出量推移

出展 : 地球温暖化対策地方公共団体実行計画策定支援サイト（環境省HP）
　　　http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/kuiki/tools.html

1. 北九州市環境モデル都市地域推進会議 登録者の取り組み

団体名
氏　名 取組名 取組内容

特定非営利活動法人　空き缶
基金

缶なら何でも回収、アルミ缶だけでな
くスチール缶も回収

•出前授業 （周望学舎、小学校 3校、大学1校）
•毎朝の小学校挨拶運動への参加と空き缶回収の支援
•空き缶の回収量25トン
•空き缶通信の発行・市民センター、小学校への花の苗、肥料、プランタンの

提供・各種イベントへの参画、7回
•空き缶リサイクルセンターへの工場見学の実施　5回

市川産業株式会社 他社との協力による取組の推進や情
報発信

•月例社内業務会議に於いて確定した、業務時間内のアイドリングストップ、
エコドラプロジェクト北九州参加と実践及び、ボランティア活動内で入手し
た情報交換

•平成24年度の活動予定計画表の作成

株式会社イマナガ 環境負荷の低減につながる取組の実
践

•作業の効率化を図り、電気や重油等の使用量を軽減する
•運搬車両（トラック）の、回転数メーターに印を付け、低回転での運転を行

い燃料使用量を軽減する・工場内の照明を LED照明に交換

上村紙業株式会社 エコアクション21の活用と環境活動
レポートの発行

•CO2、廃棄物、排水、PRTR法該当化学物質の削減
•環境活動レポート作成

株式会社エコウッド 業界初のカーボンフットプリントマー
ク （CFP）の使用

•廃木材と廃プラスチックを主原料としたリサイクル建材「エコ Mウッド」を
通じて、様々な環境事業を展開し、 CFPにより自社製品の環境負荷低減を

「見える化」した

太田博株式会社 事務所内の省エネ化

•事務所設備を省エネ型の製品に取り換える。照明をLEDに。空調を省エネ
空調に更新、ガラスをLOW−Eガラスへ

•事務所にデマンドコントローラーを設置。加えてエネルギー消費をデータ
化し、比較検討する

•社員に省エネへの意識をもたせ、使わない部屋の照明を消す・空調の温度
設定を必要以上に下げない、など実施

株式会社　ガイアの風 FM放送での、エコの情報発信
•地元でエコ活動をしている方に放送出演していただき、認知度向上や活性

化を図るとともに、市民へのエコの啓発、情報発信を行う
•毎月1回（第3日曜夜）、 FMKITAQの番組「エココロウインド」でエコをテー

マに放送を実施

北九州市立大学・国際環境工学
部・建築デザイン学科・教授　黒
木壮一郎他

低炭素化に向けた研究やシステム開
発、海外における取組等

•低炭素コンクリートの開発
•日本の森林資源の有効利用のための杉間伐材によるリユーザブル建築構

法の研究
•環境負荷低減のための高密度都市設計に関する研究
•低炭素街区の設計手法について
•低炭素社会づくりを通じての豊かな生活の創造
•建築・都市における自然エネルギー利用システム研究
•地域における低炭素分散型エネルギーの利用技術開発及び戦略整備
•地域情報を活用した低炭素都市の評価
•ゼロ・エミッション・ビルを目標とする省エネルギービルの検証と設計・運用

方法の確立
•地中熱ヒートポンプを軸とした高効率熱源システムとその設計・運用手法

の開発
•環境モデル都市技術のアジアへの応用
•ラジカル活性水によるクリーン化モジュールの開発
•膜ファウリング防止技術及び低コスト前処理システムの開発
•ステアタイト系セラミックを用いた雨水の浄化
•廃棄物処分場浸出水の有機物特性及び水質浄化方法の検討
•国際都市間協働によるアジア途上国都市の低炭素型発展に関する研究
•慈渓市河川水質環境の改善に関する研究
•インドネシアスラバヤ市の河川浄化
•省エネルギー・長寿命・リサイクルのため建築設計
•森林資源の保全のための間伐材を利用した建築構法の開発

北九州エアターミナル株式会社 電力使用量の削減
•共用電灯の減灯、間引き
•空調温度の設定温度を高めに設定
•事務所の空調温度の抑制、昼間消灯
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団体名
氏　名 取組名 取組内容

公益財団法人　北九州市環境
整備協会

ごみ収集車両側面に『環境モデル都
市・北九州市を応援する』絵画の貼付
活動

•平成23年度に導入したごみ収集車の側面に、市内の小学校・中学校の児
童・生徒の描いた『環境モデル都市・北九州市を応援する』デザインのカッ
ティングシートを貼付けて走行することで、児童・生徒の環境教育の一助に
するとともに、市民の環境保全への関心を高め、低炭素化社会の実現に向
けた啓発を行った

小倉北区食生活改善推進員協
議会

市民センターを拠点としたエコライフの
推進 〜一人一人の実践を推進する〜

「健康料理教室」や年長者の「ふれあい昼食交流会」などの活動を通して、地
域住民に対し、取組みをアピールしている。
•環境家計簿の記入
•ノーレジ袋運動
•フードマイレージ　など

小倉南区老人会（母原） 地域清掃 毎月10日に、会員それぞれが自宅から公民館までの間のごみを拾う。

北九州商工会議所女性会 「マイ箸」運動の普及
•平成21年9月の全国商工会議所女性会連合会長野大会で採択された「エ

コライフ宣言」を踏まえ、地球温暖化対策の一環として女性会が開催する
懇親会等で「マイ箸」を持参して使用することにより、資源のムダを省き、低
炭素化社会の実現を目指している。

北九州市立鷹の巣幼稚園（北九
州市立幼稚園長会）

親子で夏野菜や冬野菜を育て収穫の
喜びを味わう。

•幼児と保護者がさまざまな野菜づくりをすることを通して、自然の素晴らし
さや世話をする楽しみを感じ、収穫して食する楽しさや喜びを味わう。

九州機電株式会社
環境首都検定のグループ受験 •受験者数 35名、合格者数30名

•企業・団体部門一般編受験で優秀賞を受賞

省エネ設備の導入 •節水トイレ設置による水道使用量の削減
•CCFL、LED照明、キャノピー設置による電気使用量の削減

九州建物管理株式会社 環境モデル都市取組み事例の情報発
信

•二酸化炭素排出量削減に向けて、エネルギー消費や廃棄物焼却処理の減
少に取組んだ

•排出量を「分かりやすい」形に整理して、整理している

九州テクノシェア株式会社 電力消費量の削減 •照明時間の工夫
•冷暖房温度設定の工夫（暖房は10℃以下、冷房は30℃以上を目安）

久和設計株式会社 エコアクション21の活用
•節水意識や節電の意識を高める為、注意喚起のシールを蛇口や照明、エアコ

ンスィッチ等に貼付し、昼休みや外出時にパソコンや照明を消すようにした
•エアコンが古くなっていた為、全ビル内のエアコンを新規に交換した

NPO法人　グリーンワーク 平成23年度　保育所・幼稚園園庭
芝生化事業

•子ども達の健康や体力の向上
•地表温度の低下によるヒートアイランド現象の低減
•美しい芝生地を創出することによる景観の向上
•芝生管理による地域コミュニティの形成
•芝生地の施工管理を通じた子ども環境教育の推進

光進工業株式会社 環境負荷の削減
•グリーンカーテン
•呼掛けポスターの貼付
•アイドリングストップ、エコドライブ
•エコアクション21の活用や緑化の検討

光和精鉱株式会社 エコアクション21活動の推進

•設備毎の電力使用量のパレート図を作成し、省エネ効果の大きな設備を優
先順位付けし、省エネ投資を実施。（産廃炉の廃ガスファンにVVVF（イン
バーター方式）を導入）

•蛍光灯のLED化（省エネのほか、腐食・粉塵対策や、長寿命化による更新時
の危険回避）

西部ガス株式会社　北九州支社
出張授業

•市内の小学校への出張授業を通し、保護者、教員、児童への環境意識向上
に努め、地球にかかわる問題（地球温暖化や資源の枯渇等）や安全につい
て、もの作りや冷熱実験などを、体験しながら楽しんで学ぶ機会を提供した

エネファーム、太陽光発電等の関係
会社への設置

•エネファーム等の環境対応型設備を設置し、消費電力の削減及び二酸化
炭素排出量の削減に努め、地球温暖化防止に取組んだ

紫水環境有限会社 市民としてのエコ活動推進
•事業系収集ルート、曜日の変更で作業時間、燃費の節約
•エコ車使用で、CO2排出量削減・家庭でのリサイクル、リユースの取組み実施
•公共交通機関利用の勧め

社会福祉法人　製鉄記念八幡
病院 スマートホスピタルの実現

•主として電力関係中心の省エネ・省CO2化を目指して”見える化”と”BEMS"
をツールとして取組む。併せて古い設備のリプレース化を図っており最新
鋭、最高効率設備導入を計りスマートホスピタルとしてのモデル化に取組む

ダイヤリックス株式会社　九州
支社 省エネ等の取組

•建築部：新築・リフォーム。（エコ建材使用、太陽光発電導入提案）
•不動産部：管理ビルのLED化、電灯の不要時消灯or／and間引き化
•ゴルフ場：電動カート導入継続。育樹によるCO2吸収促進
•管理部：全部署クールビズ推進

大和リース株式会社北九州営業
所 CO2排出量削減の推進

•事務所内消費電力の削減
•低燃費車の導入継続、業務改善による効率的な車輛の使用
•提供する商品・サービスによるCO2排出削減貢献量を増加させる
•産業廃棄物削減の推進、産業廃棄物再資源化率アップ
•リユース基礎採用率アップ

団体名
氏　名 取組名 取組内容

楽しい株式会社

カーボンオフセット付生ごみ処理
サービス

•自治体や病院、食品関連事業者に生ごみ処理装置をレンタルし、生ごみの
発生現場で悪臭等を発生させずに減量（一次発酵）するとともに、従来廃棄
をしていた発酵分解床を半年に一度全て回収するサービスを提供

•平成23年度は、従来の方法（収集・運搬・焼却）と比較して廃棄物を
23,000t削減、CO2を741t（42.7%）の削減効果があった。さらに当社リサ
イクルセンターは、カーボンオフセットを利用してCO2排出量をゼロにした

環境にやさしい竹割り箸の供給とリ
サイクルループの供給

•飲食店や野外イベントに竹割り箸を供給し、使用後に回収した全量を竹炭
にリサイクル。竹炭は、生ごみ堆肥化用の微生物を着床して、当社の生ごみ
堆肥化リサイクルで利用。出来上がった堆肥を当社の契約農家へ販売する
ことで、安全・安心な農作物を生産して頂き、この農作物を当社が購入し、
飲食店へ販売するリサイクルループを供給

•平成23年度は、飲食店や野外イベントから廃棄物を144t削減、CO2を11t
の削減効果

株式会社　　千草 「エコアクション21」の活動

•エアコンの夏冬の設定温度の遵守
•NPO法人「空き缶基金」への協力
•空調機器・厨房機器の毎月のフィルター掃除
•食品廃棄物の水切りの徹底と自社計量による食品廃棄物の把握

株式会社　千葉工務店 自動車の乗り合せによる排気ガス排
出量の削減

•現場調査、営業、打合せ等で複数の人間が同じ目的地に向かう時に1台の
自動車に一緒に乗って行く事で排気ガスの発生量を減らす

電源開発株式会社　若松総合
事業所 響灘太陽光発電所 •所内電力用に太陽光発電設備1,000kwを敷地内に設置（2008年2月）

•太陽光発電設備1,000kwで年間約130万kwの電力を発電

東京製鐵株式会社　九州工場 省エネ活動
•昼休み時間における事務所内照明の消灯
•事務所内の蛍光灯の間引き
•夏季のエアコン使用温度（26℃以上）の徹底（H24から28℃以上）

TOTO株式会社

「節水で節電」認知促進による節電へ
の貢献

•「エコテクノ2011」などの展示会において、「節水で節電」をテーマにご来場
された方へ、節水することが節電に貢献できることを伝えた

•ショールームでは、地域のお客様やお得意様へ、節水することが社会の節
電につながることを伝達・訴求、合わせて「節水で節電」の冊子を配布し、お
客様へ節水のご協力を促した

•ホームページに「節水が社会の節電につながること」「家庭でできる節水ア
クション」等をわかりやすく紹介し訴求した

社有車CO2排出量削減への取組み

•①エコドライブの推進、②車両台数の削減、③省エネ車の導入、を三本柱と
して推進

•平成21年度より「エコドラ北九州プロジェクト」に参加、「TOTO流エコドラ
イブへの取組み」を開始

•平成23年度は、啓蒙ツールとしての「エコドラ実践　虎の巻」＆「燃費実績
見える化ツール」を整備、全国13支社（車両数：900台）で展開

中井校区まちづくり協議会生活
環境部会 環境活動に関する情報発信

•校区への低炭素に関する情報発信
•校区への環境衛生に関する情報発信の折に環境モデル都市のロゴマーク

を使用し、モデル都市をよりアピールする
•校区の環境活動の活性化
•センターの講座で環境について講演会を実施

日本熊森協会　福岡県支部 熊森活動の情報発信
•原生林ツアー（大分県黒岳）や奥山観察
•定例会＋学習会
•環境保全啓発イベントに参加による、熊森活動の情報発信

直方市（上下水道・環境部環境
整備課） 打ち水大作戦

•嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所主宰の筑豊地区地球温暖化防止対策協
議会統一行動「打ち水大作戦」に参加し、直方市庁舎前にて「打ち水」のイ
ベントを行った。なお、一般市民による参加（飛び込み可）も可能なため、事
前に新聞等での広告も行った

株式会社　広吉環境開発 排気ガス放出の削減
•ISO14001
•エコドライブ取組
•燃料費削減

株式会社　福岡銀行 エコ・アクションの実施

•クールビズ、ウォームビズの実施拡大
•LED照明の導入拡大、バックオフィス照明の間引き
•上下階への移動の際の階段利用促進
•早帰り日の徹底によるオフィス照明の利用削減
•PCの待機電力の削減
•効率的な印刷の徹底により、紙使用量削減を実施
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第 5 章 ■ 資料編　　　

団体名
氏　名 取組名 取組内容

株式会社　ホクエイ 温室効果ガス排出量の削減
•太陽光発電の導入の推進
•アイドリングストップ。（CO2削減）
•ハイブリッド自動車の購入

堀川再生の会・五平太 近代化産業遺産の堀川再生

•環境教育・・・堀川流域の小学校、大学、市民センター等で講演
•地域行政、国、県との連携、活動状況のPR
•水生生物調査、水質検査・・・3ヶ所で実施（年2回）
•浄化活動・・・有用微生物発酵液とEMダンゴの投入並びに清掃活動
•「遠賀堀川とをりを」を発行し2市1町の小学校、図書館へ寄贈

毎日新聞西部本社 全社員による環境活動の取組み

•世界的に地球環境問題への関心が高まるなか、新聞社として環境問題を報
じる一方、率先して環境保全活動に取組み、報道機関としての企業責任を
果たす

•環境キャンペーンの一環として、中高校生を対象に環境に関わるメッセージ
やデザインを募集、表彰する「エコメッセージコンペティション」を開催する
など、社会的啓発に努めている

前田興業株式会社 雨水処理水の雑用水利用

•雨水を浄化し（PH中性、透明度100度以上）、雑用水、業務用水として広く
活用することで、水道資源の有効活用を促進する

•H23は、貯水量を増やし、業務用（洗浄、清掃作業等）にも活用することで、
大幅な作業時間の短縮と、上水経費の削減に繋がった

森のさきもりの会 石田川をきれいにエコごころを体験し
よう

•南区石田南1丁目にある石田川に綺麗な流れをとりもどそうとの思いから、
観察会をひらき、水生生物調査や水質保全に取組んでいる

•H23は、22年度の水生生物やトンボの調査と比較しながら、観察会を行
い、ゴミ拾いや草刈りなど、保全に努めた

株式会社　ヨシケイ小倉 社員で取組む環境活動
•生ごみ処理機の継続利用・野菜仕入農園や社員の家庭菜園等で出来るだ

け再利用
•トレイ（エフピコ）、ペットボトルキャップ、プルトップの回収

若松秋桜会 市民による環境保全活動
•植樹活動（鳥のさえずる緑の回廊植樹会）
•小学生への環境教育（12の小学校での学習）
•身近な3R活動（エコライフステージへの出展講座の開設）

矢野幸男 エコ生活 •家の周囲にゴーヤ、朝顔、時計草、ジャスミンを植えて温度上昇を防ぐ
•冬は2階に住み、夏は1階を生活の場としてエアコンをほとんど使用しない

柱 実施項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度

①排出量

年間排出量 1,359万トン 1,516万トン 1,631万トン

部門別
排出量

産業部門
運輸部門
業務部門
家庭部門
エネルギー転換部門

989万トン
131万トン
129万トン
84万トン
26万トン

1,126万トン
130万トン
136万トン

91万トン
34万トン

1,189万トン
133万トン
165万トン
106万トン

38万トン

排出原単位(九電) 0.369
kg-CO2/kWh

0.385
kg-CO2/kWh 

0.525
kg-CO2/kWh

②新エネ導入 太陽光・風力発電等の導入量 3,932ｋW 6,756ｋW 9,021ｋW

③省エネ導入 省エネ改修数・省エネ機器導入量 0件 23件 70件

④低公害車

電気自動車等導入数
(電気・水素・PHV) 6台 41台 83台

充電ステーション数 1ヶ所 39ヶ所 15ヶ所

⑤環境配慮型住宅 省エネ建築物
（CAS BEE北九州届出件数） 14件 18件 25件

⑥公共交通利用 ノーマイカー参加者数 6,800人 13,000人 25,000人

⑦都市緑化
屋上緑化面積 − 320㎡ 4,800㎡

植樹数 73,300本 91,752本 100,247本

⑧環境活動

エコライフステージ参加者数 569,088人 665,489人 738,619人

エコライフステージ参加団体数 93団体 94団体 103団体

環境ＮＰＯ数(累計) 66団体 71団体 75団体

⑨環境学習

環境学習施設来館者数（環境
ミュージアム・エコタウンセン
ター）

211,646人 213,164人 205,549人

参加団体数（ESD協議会参加団
体数） 7団体 2団体 6団体

環境首都検定受験者数 830人 1,058人 1,879人

⑩国際協力 取組事案数 実績・予定を含めて 112件 

⑪その他 プロジェクト進捗状況
（予定より遅れている取組数） 0件 0件 0件

2. 参考指標
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本市は、平成21年3月策定の環境モデル都市行動計画（グリーンフロンティアプラン）に基づき、低炭素社会づく

りを積極的に推進しています。平成23年度予算では、低炭素社会に向けた具体的取組みが目に見える事業を展開
するとともに、中小事業や市民の省エネ推進を支援しました。

環境モデル都市決算は、この行動計画に掲げる5つの取組み内容ごとに、本市における環境施策に要する経費を
まとめたものです。

186事業、約62億円

【分野別の取組み】

1 環境が先進の街を創る（低炭素社会を実現するストック型都市への転換）
 【77事業　約40億8千万円】
  　北九州市の高度な技術を活かし、長寿命でコンパクトな都市を目指すとともに、街の様々な場

への太陽光発電やLED照明の導入など、街の低炭素化を進めた。

2 環境が経済を拓く（低炭素化に貢献する産業クラスターの構築）
 【44事業　約10億2千万円】
  　スマートコミュニティ構築に本格的に取り組むとともに、市民や中小企業の省エネ推進への支

援を行った。

3 環境が人を育む（低炭素社会を学び行動する学習・活動システムの整備）
 【24事業　約3億3千万円】
  　市民が低炭素社会づくりに必要な知識を総合的に学べる環境学習システムを構築し、優れた

環境人財の育成を図った。

4 環境が豊かな生活を支える（低炭素社会づくりを通じての豊かな生活の創造）
 【24事業　約5億5千万円】
  　市民の意識を高め、低炭素社会実現への社会変革に結び付けていくため、さまざまな市民活動

の支援を行った。

5 環境がアジアの絆を深める（低炭素社会づくりのアジア地域への移転）
 【17事業　約2億1千万円】
  　アジア低炭素化センターの活動を充実させ、アジア全体の低炭素社会の実現と豊かな発展に貢

献した。

3. 平成23年度環境モデル都市決算



北九州市はグリーン購入を推進しています。

〒803-8501  北九州市小倉北区城内1番1号 
TEL.093-582-2239

北九州市印刷物登録番号　第1311010A号

環境首都レポートは、市のホームページでご覧いただけます。
「http://www.city.kitakyushu.jp/」で「環境首都レポート」を検索

北九州市環境局


