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福田総理（当時）（右）から環境モデル都市認定証を受け取る北橋市長
（左）

OECDアルター局長（右）から日本語版レポートを受け取る北橋市長
（左）

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。皆が自己の取組みを進め

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活動を

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。

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」（P24参照）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。●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

「環境未来都市」推進協議会：環境や超高齢化などに対応した都市地域づくりに意欲のある市区町村と、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 240 団体）。  会長：北九州市長

熊本県小国町との連携協定締結式

環境モデル都市国際セミナー

北橋会長が麻生総理（当時）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
「環境未来都市」構想推進協議会

北九州市環境モデル都市
庁内推進本部

関係省庁

都道府県

市区町村

政府関係機関等

第 1章
はじ め に ｜世界の環境首都の創造の背景と趣旨｜
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北九州市環境モデル都市行動計画

【基準年 2005年】
CO2排出量
1,630万㌧

北九州市域
30％（530万㌧）

北九州市域 50％ （830万㌧）
アジア地域 150％ （2,340万㌧）

　合　計 200％ （3,170万㌧）

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

第 2章
北九州市環境モデル都市行動計画の概要

1. 計画策定の経緯                                    
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。
平成26年3月には、短期的な取組期間である平
成21年度から平成25年度までが終了したことか
ら、次の5年間（平成26年度から平成30年度まで）
の取組をまとめました。

2. 計画の内容                                           

（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
1,630万トンです。
これを2050年には市域内で830万トン（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3,170万トン
（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。

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23自治体。

｜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

しもかわちょう

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

ゆすはらちょう

原町（高知県）、宮古島市、千代田区

 • 平成25年3月25日選定
　つくば市、新潟市、御

みたけちょう

嵩町（岐阜県）、
　神戸市、尼崎市、西

にしあわくらそん

粟倉村（岡山県）、松山市

 • 平成26年3月7日選定
　ニセコ町

ちょう

（北海道）、生駒市、小
おぐにまち

国町（熊本県）

｜熊本県小国町と連携協定を締結しました｜

熊本県小国町は、豊かな森林資源を活かした環境の取
組を進めており、本市とは、中学生の宿泊農業体験やエコ
ライフステージへの出展をはじめとした交流を行っています。
平成26年3月、小国町が政府から「環境モデル都市」

に選定（本市は、平成20年7月選定）されたことから、これ
を機に、両自治体が「環境モデル都市」として一層連携し
て取組をすすめるため、連携協定を締結するとともに、関
連事業を実施することとなりました。

左から、おぐたん、北里町長、北橋市長、ていたん＆ブラックていたん

5 つの方針
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）
•低炭素街区・省エネ型建築物の普及促進
•低炭素都市構造・交通システムへの転換
•低炭素型都市エネルギーシステムの構築と普及 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
•工場、事業所等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
•総合的な環境学習の推進
•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
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第 3章
環境首都創造への取り組み

環境首都創造に向け、市民が一体となって取組を進めるために、「環境が先進の街を創る」「環境が経済を

拓く」「環境が人を育む」「環境が豊かな生活を支える」「環境がアジアの絆を深める」の5つの基本方針を設け、

様々な取組を進めています。

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～

北九州市の高度な素材技術、工場とまちの近接性などの都市構造の特性を活かし、長寿命で環境負荷の
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・効果的なエネルギー利用、さらに温室効果
ガス吸収源としての緑の拡大を図り、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。

平成25年度の取組事例
1. 北九州市スマートコミュニティ創造事業

（1）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、
日鉄住金テックスエンジ㈱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（平成17年比）
（2）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25年度の取組�〉
平成25年度は、参画企業とともに国に提案し採
択を受けた22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、BEMSやHEMSなど各エネルギーマネジメ
ントシステムの技術実証に加え、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”の実証などを行いました。
〈�平成26年度の取組�〉
平成26年度も、BEMSやHEMS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実施
します。

2. 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25年度は、城野駅北地区地区計画を告示し、
土地区画整理事業では造成工事に着手しました。
また、タウンマネジメントやエネルギーマネジ
メントの導入に向け、「タウンマネジメント方針」
を策定しました。この方針において、タウンマネ
ジメントサービスの基本方針、および取組むサー
ビスを示しました。

3. 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、59万台を
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、次世代自動車
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
過度のマイカー通勤利用から公共交通や自転
車への利用転換を進めることを目的とした環境
首都総合交通戦略に沿って、カーシェアリングや
エコドライブ運動、モビリティマネジメントなど
を市民生活、企業活動に幅広く展開しています。

ア . 次世代自動車（EV、PHV 等）の普及
本市では、地球環境にやさしい走行中にCO2を
排出しない電気自動車（EV）、ガソリン車と比較
しCO2排出量が少ないプラグインハイブリッド

自動車（PHV）の普及促進に努めています。その
ため、市の公用車に率先して導入することで、市
民や企業に積極的なPRを行っており、平成24年
度までに52台のEV・PHVを導入しています。ま
た、燃料電池自動車（FCV）についてもトヨタ自動
車㈱及び本田技研工業㈱の実験車両を各1台ずつ
導入しています。
今後、平成28年度までに市内で6,000台の次世
代自動車の普及を目標としています。

イ .EV 充電器の設置
EV等の普及には、市内のEV充電ネットワーク
の整備が不可欠なため、これまでに公共施設18箇
所に充電器（うち急速充電器は7箇所）を設置して
きました。その他に、自動車ディーラーやコイン
パーキング等に民間事業者が設置した充電器を
合わせると、市内の充電器設置箇所は61箇所にな
ります。
今後も官民互いに協力しながらEV等次世代自
動車の普及環境づくりを行います。

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
年度から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21年度終
了）。平成22年度には、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年度からは、毎週水曜日を「ノー
マイカーデー」として、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。
平成25年は市内企業78社が参加し、約179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
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に発信する「エコドラ北九州プロジェクト」を実
施しています。
平成25年度は、52社が参加し、プロジェクトを
推進した結果、約240トンのCO2を削減しました。

オ . その他の主な施策
•EV等導入助成（52台）
•�市民、市内事業所に対する出前講演「実践！
エコドライブ！」（計2回）を実施

•小学生向けEV教室の実施

4. 響灘ビオトープ
響灘ビオトープのあるこの響灘地区はもとも
と廃棄物の埋立地でした。埋め立てが終わり、30
年ほど人が立ち入らない場所になりました。する
と、時間の経過とともに、植物が生い茂り、その植
物をえさとする小さな生き物たちが集まってく
るようになりました。さまざまな、生き物がこの
廃棄物処分場の跡地に戻ってきたのです。
戻ってきた生き物を調べたところ、500種類以
上の動植物がいることがわかりました。なかでも、
猛禽類の「チュウヒ」や「ベッコウトンボ」といっ
た希少な生き物も生息していました。
そのため、本市ではこの場所をビオトープとし
て整備し、平成24年10月に市民が自然とふれあ
いながら生物多様性の重要性や生態系の仕組み
を学ぶことができる響灘ビオトープとしてオー
プンしました。平成27年2月現在、6万人を越える
方が来園しています。
ビオトープでは見学するほかにもさまざまな
プログラムを用意しています。併設されたネイ
チャーセンターでは、響灘ビオト－プの成り立ち
や生息する生き物の紹介をしています。また、響
灘ビオトープにはガイドスタッフが常駐しており、
ガイドスタッフの説明を聞きながら園内を回る
ことで、自然や生き物について詳しく学ぶことが
できます。希少種のベッコウトンボの頭数調査や
外来生物であるジャンボタニシ（正式名称:スク
ミリンゴガイ）の駆除イベントなど、生物多様性
の重要性を体験しながら学ぶこともできます。

ベッコウトンボ

左：響灘ビオトープにおける探鳥会の活動の様子
右：響灘ビオトープで観られる野鳥の一例：チュウヒ

｜J－クレジット制度の普及と小国町のエコツアーへの参加 / 環境テクノス株式会社｜

｜公用車に燃料電池自動車「MIRAI」を導入｜

当社は、経済産業省九州経済産業局から委託を受け、
沖縄を除く九州管内で唯一のソフト支援機関として、J-クレ
ジット制度を活用したい中小企業等を対象に、プロジェクト
計画書の作成からクレジット化までを支援するとともに、説
明会やセミナーによる普及活動も行っています。
J－クレジット制度は、省エネルギー機器の導入や森林
経営などの取組による、CO2など温室効果ガスの排出削減
量や吸収量をクレジットとして国が認証する制度で、認証さ
れたクレジットは売買が可能です。クレジット創出者のメリッ
トは、クレジットの売却益、省エネルギー対策の実施による
ランニングコストの低減、地球温暖化対策への積極的な取
り組みによるPR効果などです。また、クレジット購入者のメリッ
トは、低炭素社会実行計画等の目標達成やカーボン・オフ
セットなど環境貢献のPRなどに活用できます。

J－クレジット制度が企業だけでなく、市民にも認知され
るようにするため、今後も普及活動を継続していきたいと考
えています。

熊本県小国町では、森林整備によりCO2の吸収源を維
持するとともに、地熱を利用した木材乾燥施設の導入など、
CO2を排出しない低炭素な取り組みが行われています。そ
の取り組みに賛同、協力する意味で、当社が中心となって
設立した九州オフセット推進協議会のメンバーとともに、同
町が主催するエコツアーに社員有志で参加しています。
“CO2の排出源 ”である工業都市に立地する当社が、

“CO2の吸収源 ”を維持するための取り組みに参加すること
に意義があると考えており、今後も継続して参加していきた
いと考えています。

地球温暖化の原因となるCO2を全く排出しないことで、「究
極のエコカー」といわれる燃料電池自動車（FCV）・トヨタ
「MIRAI」を、平成27年2月13日に市の公用車として導入し
ました。
今後は、公用車としての使用や各種イベント会場において
展示・試乗等を実施し、市民の皆さんがFCVを体験すること
ができる機会を増やし、水素が身近で安全なものであること
を知ってもらうことで、FCVの本格的な普及に繋げていきます。

第 3章 環境首都創造への取り組み
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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、大量生産・大量消費という「ものづくり」のあり方から、使用に見合う生産、いわゆるオ
ンデマンド的な「ものづくり」のあり方への移行も指向していく。

さらに、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。

平成25年度の取組事例
1. 地域エネルギー拠点化推進事業

我が国のエネルギーを取り巻く状況は大きく
動いており、市民生活や地域活動といった地域を
支える観点から、低炭素・安定・安価なエネルギー
の供給の実現を図るため、市として取り組んでい
ます。
平成25年度は、「北九州市地域エネルギー拠点
化推進事業」を旗揚げし、北九州市地域エネルギー
推進会議を設置しました。
また、本市のポテンシャルを活かしたエネルギー
の創出拠点の形成を促進するため、推進会議の下
に、火力部会・洋上風力部会の2つの部会を設け、
発電事業に関する自然環境調査や事業性調査、法
規制・許認可の整理などを踏まえた検討を行いま
した。
火力発電・風力発電など供給側だけでなく、東
田地区でのスマートコミュニティの実証を通じて、
地域エネルギーマネジメントの実現に向けた検
討を実施しました。

2. 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

｜竹林整備＆炭焼き体験事業 / NPO法人北九環浄研｜

私たちは、「美しい地球を子どもたちに体験させよう、引
き継ごう」をスローガンに掲げ、環境浄化活動や自然体験
活動などを行っています。なかでも「竹林整備＆炭焼き体
験事業」に力を入れており、放置林問題の解決と市民の自
然体験を兼ねて、竹林整備と炭焼きの体験会を開催してい
ます。
体験会では、地主から許可を得た上で、放置されていた
竹林で間伐などを行い、そこから搬出した間伐材や枯れ竹
を使って炭焼きを行っています。従来の炭窯では炭を焼く
のに約1日かかっていましたが、無煙炭化器を導入したとこ
ろ、約1時間半でほぼ同品質の炭を作れるようになりました。

また無煙炭化器には、従来の炭窯では使用できなかった
枯れ竹を投入できるほか、事前に竹をチップ状に加工する
必要がない、軽トラックなどの荷台に乗せて移動できるといっ
たメリットもあります。
炭には土壌改良、水質浄化など様 な々有用性があります。

その点に着目し、作成した炭を畑に埋めて無農薬野菜を栽
培したり、炭粉に鉄粉と土を混ぜて団子状にして河川に投
下し水質を浄化する活動にも取り組んでいます。
このような活動を広く普及させることにより、放置竹林問
題の解決に貢献していきたいと考えています。

竹林整備 無煙炭化器

第 3章 環境首都創造への取り組み
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4. 小型電子機器のリサイクル

レアメタルや金、銀、銅などの貴重な金属は、デ
ジタルカメラなどの小型電子機器に使われており、
日本の産業分野において重要な原料として注目
を集めています。
本市では、平成20年9月から携帯電話やデジタ
ルカメラ、ビデオカメラなど、使用済みの小型電
子機器を回収し、その中に含まれる貴重な金属を
資源として有効活用するための実証実験を行っ
てきましたが、平成25年4月1日に小型家電リサ
イクル法が施行されたことから、これまでの実証
実験の成果を踏まえ、本市の事業として同年8月
1日から小型電子機器等のリサイクルを開始しま
した。
平成25年度は、85.6トンの小型電子機器を回
収しました。

5. 市役所・環境エネルギープロジェクト推進事業

省エネ・節電を推進するため、全庁的な体制と
して平成23年6月に「北九州市節電推進本部」を
設置しました。その中で、市役所の省エネ・節電対
策として、蛍光灯の間引き、引き紐スイッチ設置、
電力見える化装置の設置、空調時間の削減や照明
器具のLED化、高効率空調への更新などの工事
を実施してきました。引き紐スイッチにより、会
議等での離席時や退庁時にきめ細かい消灯が可
能となり、また、電力見える化装置によって電力
使用量を監視することができ、効率的な節電を可
能としています。
平成25年度は、小倉北区役所庁舎の高効率空調
工事や引き紐スイッチ工事、本庁舎10階会議室の
遮熱・断熱ガラス工事などを実施しました。

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25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
業を推進し、省エネ設備導入拡大を図りました。

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25年度は、地域エネルギー推進会議におい
て、洋上風力発電・高効率火力発電の立地や地域
エネルギーマネジメントについて検討しました。

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25年度は、平成24年度に引き続き、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25年度には、
エコアクション21の市内取得事業者数が147社
（全国都市別ランキング第5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。プロジェクトファイナンス等の環境向け融資
制度の活用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
り組んでいます。

3.「エコテクノ2013」の開催（環境産業の PR）

本市における地域産業界の高揚と環境ビジネ
スの振興・発展を図ることを目的に、（公財）西日
本産業貿易コンベンション協会と共同主催で、西
日本最大規模の環境見本市「エコテクノ2013」を
開催しました。
同イベントにおいて、「北九州エコプレミアム」
に選定された製品・サービスの展示や、「環境未来
都市」としての本市の取組を紹介するなどし、環
境産業等のPRを行いました。
また、東京で開催された「エコプロダクツ
2013」にもブースを出展し、同様にPRを行いま
した。

第 3章 環境首都創造への取り組み

エコテクノ2013

小型電子機器回収BOX 引き紐スイッチ

電力見える化装置
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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～
持続可能な社会の構築を図るため、国連など世界規模で進められている「持続可能な開発のための教育

（ESD）」を、北九州 ESD 協議会を中心に、市民、企業、NPO 大学等と連携しながら推進する。この ESD を
軸としながら、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、施策を低炭素の観点から体系
化し、あらゆる世代が実践的に学べる総合学習システムの推進を強化・構築する。

また、このシステムを活用して、世界の環境首都づくりに向け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、アジア地域が求める次世代の低炭素技術・システムの専門家育成拠点を築く。

平成25年度の取組事例
1. まなびと ESD ステーション

（1）概要
地域再生の核となる大学づくりを推進するため、

「環境未来都市」である北九州市の地域（社会・産
業・行政）と大学が連携し、「環境の取り組みを理
解し、持続可能な発展を広げることの出来る人材」
「課題に対する実践力を持つ人材」「コミュニケー
ション力を持ち、人と協働できる人材」の育成を
行う取り組みです。具体的には、大学の持つ既存
の座学を中心とした教育プログラムに加え、ESD
を中心とした実践的教育に取り組むことで、上記
能力を培うもので、市の中心市街地に市内全10
大学共同の地域活動拠点を設置し、大学間の垣根
を超えた実践的教育を実施しています。また、大
学生だけでなく一般市民や小中高生にも、ステー
ションの活動に参加してもらい、生涯学習等も含
めた地域再生の拠点を目指しています。

（2）現在の取組状況
ESDの理論を体系的に学ぶ「まなびと講座」や、
大学生が実際の現場で学ぶ23の実践プロジェク
ト等を実施し、大学生に加え一般市民や中高生な
ど約13,000人が参加しました。
また、「北九州エコマンス」の取り組みの一環と
して、大学生が「コスプレゴミ拾い」等の活動を行
いました。

2. 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25年度は、手軽に過去問題に取り組める
スマートフォン用アプリ「環境首都検定ドリル
（iPhone・iPad用）」を作成しました。また、小学
校受検が19校1,072人と拡大し、受検者数は過去
最高の2,141人になりました。

第 3章 環境首都創造への取り組み

｜鉄スクラップのリサイクル / 東京製鐵株式会社　九州工場｜

当社は、電気炉を用いて鉄スクラップをリサイクルし、主
に建設資材に使用されるH形鋼のほか、産業機械・造船・
プラント設備など幅広い用途で使用される厚板などの鋼材
を生産しています。
電気炉は電気エネルギーを利用して鉄スクラップを溶か

す炉で、当社は直流アーク電気炉を使用しています。これ
は蓋のついた大きな鍋のような形状をしており、蓋に垂直に
さし込んだ電極と炉底間に電流を流してアークという放電
現象を発生させます。このアーク熱と炉内に吹き込む酸素
による反応熱により、効率よく鉄スクラップを溶かしながら
不純物も除去します。電気炉は、鉄鉱石をコークスで還元
する工程がないため、CO2排出量を高炉の約1/4（鋼材1ト

ンあたり約0.5トン）に抑えて同種の鋼材を生産できます。
なお、溶かした鉄を鋼材にするには、工程間で輸送する
容器や製造設備の予熱や圧延素材である半製品を加熱す
る必要があります。九州工場では、全工程の加熱用燃料を
従来の重油から都市ガスに転換しました。都市ガスは燃焼
のコントロールがしやすく、総合的にエネルギー効率の改
善が図られるメリットがあります。この燃料転換により、CO2
排出量を約35％削減しました。
今後も鋼材の生産工程の効率化や省電力化などに取り
組むとともに、環境負荷の少ない高性能のリサイクル電気
炉鋼材の開発と供給を通して、社会全体の環境負荷の軽
減に貢献したいと考えています。

高炉と電気炉製鋼方法の比較 九州工場　生産工程の概要

検定の様子

スマートフォン用アプリ
「環境首都検定ドリル」
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3. アジア太平洋 RCE 会議の開催

ユネスコを中心に、2005年から世界規模で開
始した「ESDの10年」の最終年会合のプレイベン
トとして、平成25年10月に、本市で「第6回アジ
ア太平洋RCE地域会議」を開催しました。そこで
は、ESDのさらなる推進に向けて、多様な分野に
おける取組事例の共有や拠点地域間の連携強化
が図られました。
また、一般向けの「持続可能なライフスタイル
に関する国際シンポジウム」を併催し、アジア太
平洋地域が一丸となり、より良い未来のためのラ
イフスタイルの変革について考えました。

この会議では、2日間で10カ国、16RCE※から
延べ920人に参加いただき、「市民環境力」の結集
と産学官民の垣根を越えたパートナーシップを
世界に発信することができました。

※�RCEとは、ESDを推進する拠点地域のことで、国内は6地域、
アジア太平洋47地域、世界で129地域が認定されています。

　【平成26年8月現在】
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｜ESDコーディネーターの育成と普及活動 / 北九州ESD協議会｜

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。
平成24年度から、北九州市と協働して「ESD未来創造

セミナー」を開講し、持続不可能な社会の要因となる環境・
人権・多文化共生などの課題解決に取り組んでいる関係
者のつなぎ役・まとめ役となるESDコーディネーターの育成
に取り組んでいます。このセミナーでは課題抽出から解決
に向けての企画作成までを学習しており、作成した企画を
実行に移した修了者もいます。

また、当会では「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4つの柱として普及活動を行っています。「ユースプロジェ
クト」では、大学生が主体となり、自然体験や多文化共生
のためのプロジェクトを自発的に企画し、実行しています。こ
のプロジェクトを始めてから6年が経過しますが、卒業生か
らは、ここで得た経験を活かして地域で活動しているという
報告も受けています。
こうした活動を通して、地域で課題解決に取り組む人材
を育成するとともに、ESDの概念や取り組みを市民にわか
りやすく伝えていきたいと考えています。

ESD未来創造セミナー ユースプロジェクト

｜環境教育 / 電源開発株式会社　若松総合事業所｜

｜環境学習サポーターの活動 / 北九州市環境学習サポーターの会｜

J－POWERグループでは、顔が見える地域貢献活動を
目的とし、花房小学校と赤崎小学校で環境教育を行ってい
ます。
花房小学校での環境教育は5,6年生を対象とし、事前に
学校側と内容を打ち合わせて環境学習会を計画・実施し
ています。テーマは児童が環境問題を身近に捉え、自ら取
り組める対策は何か？引き出すこととしています。学習では、
電源開発㈱の事業所ビル屋上にあるビオトープや田んぼ
のほか、構内の森林を利用して、実際に生きものに触れる
体験や、田植え、稲刈りを利用した食農教育を行っています。
赤崎小学校では6年生を対象とし、環境とエネルギーの
調和をテーマとした環境教育を行っています。発電キットを

活用した発電体験や事業所内の太陽光/風力発電施設の
見学を通じ「電気をつくる側」の学習に加え、ライフスタイ
ルの変化による昔と今の電力使用量の変遷など「電気を使
う側」の学習も行います。また、その中で自分たちにできるこ
とを考え、身近な節電方法を発表しています。
環境教育では、分かりやすい教材を開発することや体験
学習に重点を置き、子どもの心に残るような教え方を工夫し
ています。当社の環境教育を通して、環境に興味を持ち自
ら行動できる児童が増えることを期待しています。
環境問題は刻 と々変化しており、今後も最新情報を取り
入れて授業内容を見直しつつ、環境教育を継続していきた
いと考えています。

環境学習サポーターは、環境ミュージアムを拠点として
環境学習を推進する市民ボランティアで、主な活動は、環
境ミュージアムでの環境教育と「出張環境ミュージアム」です。
環境ミュージアムでは、環境問題と関連した工作、実験、

クイズなど来館者と一緒に楽しむことができるアクティビティ
を実演しています。環境学習サポーターが独自に考案した
アクティビティのほか、わら細工、お手玉、コマなど昔からの
遊びの要素を取り入れたものもあり、日本の伝統的な文化
も学習することができます。また、環境ミュージアムを訪れた
修学旅行生に対し、北九州市で公害問題が起きた背景や
解決に向け話合いを始めた経緯など、北九州方式の公害
克服の歴史を説明しています。
「出張環境ミュージアム」では、北九州市内の小学校、中
学校、市民センターなどを訪問して、アクティビティを通じた
環境教育を行っています。館内と同じアクティビティだけで

なく、出張先の教員や市民センターの館長などの関係者と
一緒になって考案したものを実施することもあります。
今後も市民との触れ合いを大切にしながら環境学習の
普及に努め、環境ミュージアムをカフェのように気軽に市民
が集まれる場にしていきたいと考えています。

稲刈りの様子（花房小学校） 太陽光発電施設の見学（赤崎小学校）

館内のアクティビティの様子
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3. 市民いっせい雑がみ回収グランプリの実施

10月の「北九州エコマンス」の一事業として、
家庭ごみの減量と古紙の再資源化を強化するため、
家庭から排出される古紙のうち分別が判りにく
い「雑がみ」を回収する新たな市民参加型イベン
ト「市民いっせい雑がみ回収グランプリ」を北九
州市衛生総連合会等と連携して実施しました。各
世帯に「雑がみ回収袋」を配布し、回収された「雑
がみ」の量により、地域単位でグランプリを決定
しました。回収量は1ヶ月間で、約100トン（平成
24年の年間回収量1.2トン）となり、雑がみで作っ
た再生トイレットペーパーを地域に配布するこ
とにより、リサイクルの「見える化」を図りました。

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で高まった北九州市民の意識・意欲を、望まれる社会変革につないでいくため、

低炭素社会推進に関わる全市民的運動を持続的に展開する。
どの世代の市民も「気軽に」「楽しく」「お得な」気持ちで参加できる仕組みを導入し、日常の環境行動や

環境活動の支援を図る。また、施策の実施を通してまちのにぎわいや市内各地区のコミュニティ活動の深
化にも寄与していく。

平成25年度の取組事例
1. 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。
平成25年度は、市制50周年であり、10月を「北
九州エコマンス」とし、多くの環境イベントや国
際会議などが開催されました。エコライフステー
ジは、そのメインイベントとして、103団体、15
万7千人の市民が参加し、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、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、
電気の使用を最小限に抑えたイベント運営、フー
ドロス削減や地産地消の推進を行うことで、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。
また、地域における環境活動（地域の環境活動
支援事業）の参加者数も過去最大となり、市民の
環境活動の広がりに貢献しました。

2. まちなか避暑地・まちなか暖ラン♪
夏季、冬季の電力需要が高くなる時間帯（ピー
ク時間帯）に市民にお出かけしてもらうことで、
家庭における節電を進めるとともに、飲食店等の
利用による市内活性化を図りました。

（1）まちなか避暑地
夏季:7月1日〜9月30日の13時〜17時
商店街など317店舗、公共施設242施設の合計
559店舗・施設が参加しました。
また、店舗や施設等を利用するともらえる「て
いたんシール」を10枚集めると参加することがで
き、ていたんグッズなどが当る「まち避暑抽選会」
をエコライフステージ2013の会場にて実施しま
した。

（2）まちなか暖ラン♪
冬季:12月1日〜3月31日の17時〜20時
飲食店等70店舗が参加しました。

第 3章 環境首都創造への取り組み

｜エコな生活 / NPO法人和む｜

私たちは、環境意識を高める啓発活動として「エコな生活」
という座談会を開催しています。この座談会では、私たちが
実践している様 な々取り組みを紹介するとともに、意見交換
も行っています。
座談会の中では、「クーラーを使わない生活」というテー

マで、天井換気、ヒートポンプ式給湯器、太陽光発電、ア
サガオ・ゴーヤの緑のカーテンなどを紹介しています。受講
生が取り組みの効果を実感できるようにするため、環境負
荷が少ないほど高得点になるようにそれぞれの取り組みを
点数化しています。
「日本ミツバチ飼いませんか」というテーマでは、木で作っ

た巣箱を置くだけでミツバチと人と花が共生する様子を紹
介しています。現在は2セットの巣箱にミツバチが住み着い
ており、1セット（4段）から約5升の蜂蜜が採取できます。
「庭の生き物たち」というテーマでは、昭和50年から現在
まで庭を観察した記録を使用して、生き物の多様性の指標
と言われるモグラやヘビなどが見られなくなったことを紹介し、
これらの生き物を元に戻す方法を参加者と一緒に考えてい
ます。
今後もこのような座談会を継続し、地球環境の改善に貢
献していきたいと考えています。

「エコな生活」の座談会 蜂蜜の採取

雑がみから生まれ変わった再生トイレットペーパー
と雑がみ回収袋で作成したオブジェ
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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海外へも移転し、アジアを中心とした低炭素社会の実現と豊かな社会発展に貢
献する。

平成25年度の取組事例
1. アジア低炭素化センター

（1）概要

ア . 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
度比で、150％削減するという目標を掲げました。
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」（アジアグリーンキャンプ。
以下「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。

イ . これまでの取組
主に国等からの調査受託事業などを活用して、
地元企業とともに環境ビジネスの事業実現可能
性調査を行ってきました。
その他の取組として、新興国及び途上国の各都
市において、環境配慮型都市（グリーンシティ）づ
くりを推進するため、本市の行政ノウハウや環境
技術を体系的に整理した「北九州モデル」を作成
しました。また、事業実施により得られるCO2排

出削減量を適正に評価、見える化する「北九州市
低炭素新メカニズム（K-MRV）」を構築しました。

ウ . 今後の展開
今後は、インドネシア、インド、中国、ベトナム
などを中心に、「北九州モデル」を活用して、相手
側都市のニーズに応じたパッケージ型インフラ
の海外輸出を進めていきます。

（2）アジアにおける環境ビジネス実績

ア . 中国
平成24年度から、九州メタル産業㈱と天津市国
聯廃棄自動車回収解体有限公司が事業主体とな
り、天津市において、複合型シュレッダー導入に
よる廃自動車からの鉄及び非鉄金属類等の回収
を行うことで、100％マテリアルリサイクルの実
現を目指す「廃自動車リサイクル事業」の実現可
能性調査を実施しました。

イ . インド
（a） 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
本市は、日本-インド間の国家プロジェクト
DMIC構想を進めるため、経済産業省主導のもと
日本を代表する4企業連合の中の1つに参加して
います。エコタウンや東田スマートコミュニティ
での経験を活かした環境配慮型都市建設に向け
たアドバイスを行いながら、市内企業のインドに
おける新たなビジネス拡大を目指した活動を行っ
ています。
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｜ペットボトルキャップ回収活動/八幡西区女性団体連絡会議｜

八幡西区女性団体連絡会議は、女性の地位向上、男女
平等など男女共同参画社会の実現に向けて設立された団
体です。当会議には12団体が参加しており、それぞれの団体
が自分たちの活動と共に積極的に環境活動を行っています。
その1つである繭の会では、「ペットボトルキャップ回収活
動」に取り組んでいます。会員はもとより周辺の市民センター
に協力を依頼し、地域の住民に声をかけてペットボトルキャッ
プを回収してイオン若松店に持ち込んでいます。イオン九
州㈱では、各店舗で回収したペットボトルキャップをリサイ
クル業者に買い取ってもらい、その対価を複数の国際支援
団体に寄付しており、それらの団体が開発途上国の子ども
たちにワクチンの支援などを行なっています。繭の会では累
計で約320kgのペットボトルキャップを回収しており、この
量はポリオワクチンに換算すると約160人分の支援に相当
します。

このような活動に対してより多くの市民に関心を持っても
らえるよう、ペットボトルキャップが有効利用されていること
を伝えていきたいと考えています。

市民センターに設置した回収ボックス

｜生ごみコンポスト作り / 北九州市八幡西区食生活改善推進員協議会｜

食育を通した健康づくりを実践している当協議会では、
活動の中に積極的にエコを取り入れており、食べ残しなど
の生ごみを有効活用するために、「生ごみコンポストを作ろ
うタイ」を結成して「生ごみコンポスト講座」を実施してい
ます。コンポストとは、生ごみなどの有機性廃棄物から作る
堆肥のことで、講座では、コンポストを作る意義や、コンポ
ストの種類、作り方などについて説明するとともに、作ったコ
ンポストを改善するためのアドバイスを行っています。
生ごみコンポストは、発酵菌を培養して作った発酵床を

ダンボールなどの通気性のよい容器に入れておき、そこに小

さく刻んだ生ごみを入れて発酵させて作ります。発酵したコ
ンポストは手袋等をはめて容器の中をかき混ぜると暖かさ
を感じますが、冷たい時は、料理で余った油を入れて発酵
を促進させます。こまめにかき混ぜて生ごみを発酵させれば、
嫌な臭いはしませんし、虫がつきにくくなります。作った生ご
みコンポストは、家庭菜園やプランターで堆肥として使用で
きます。
生ごみコンポストを作ることで食べ物が社会で循環する
様子がわかるので、今後は子どもたちにもそのことを伝えて、
食物連鎖について一緒に学んでいきたいと考えています。

生ごみコンポストを作ろうタイ 生ごみコンポスト作りの様子
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（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ています。

（4） 北九州市中小企業アジア環境ビジネス展開支
援事業

平成23年度より、市内中小企業を対象に、海外
で販路開拓につながる実証試験やFS（事業可能性
調査）に要する費用の一部を助成する「中小企業
アジア環境ビジネス展開支援事業」を行っていま
す。平成25年度は実証枠2件を採択しました。

（5）公益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
動を行っています。

ア . 国際研修事業
KITAでは、JICA研修40コース（環境管理研修
9コース、水資源・処理研修5コース、生産技術・設
備保全研修7コース、省・新エネルギー研修12コー
ス、職業訓練研修等7コース）、環境・省エネ経営者
セミナー等5コース、計45コースを実施し、研修
員394名を受け入れました。

イ . 技術協力事業
（a） 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25年度は最終年度であり、分散型配
水処理システムの考え方、基本設計、活用方法を
まとめた配水処理マスタープランを最終報告書
として提出しました。水処理技術とともに市民の
理解協力を得つつ事業を進めるノウハウ取得を
目指した本邦研修も実施しました。

（b） ケニア国ナイロビ市廃棄物管理能力向上プロ
ジェクト
民間企業と共同企業体を結成し、本市とIGES
が協働で、ケニア国・ナイロビ市において、廃棄物
管理能力向上に必要な収集運搬能力向上、廃棄物
独立会計導入、民間連携促進、コミュニティ連携
促進等を実施しています。
KITAは、ナイロビ市の廃棄物収集・運搬業務の
現状を調査し、その改善提案を図るため、廃棄物
の専門家を派遣しました。

（c）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、ヤトロファ油、パーム油などの非食糧系植
物性・動物性油脂の実情を調査し、報告しました。

（6） 公益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

（b）E-Waste（電気電子機器廃棄物）リサイクル事業
経済産業省の支援を受けて、エコタウン企業で
ある日本磁力選鉱㈱とともに、平成21年よりイン
ド西部におけるE-Wasteリサイクル事業の可能
性調査を実施しました。その結果、同社によるイ
ンド国内で今後発生する廃PCや携帯に含まれる
プリント基板のバーゼル条約に基づいての輸入
が開始されました。同事業は、本市が掲げている
「レアメタル等の回収拠点事業」や北九州エコタ
ウンを軸とした「アジアにおける国際資源循環拠
点構想」の実現に大きく貢献するものです。

ウ . ベトナム
（a）E-Waste（電気電子機器廃棄物）リサイクル事業
本市はインドにおけるE-Wasteリサイクル事
業の横展開として、平成24年度から日本磁力選鉱
㈱とともにベトナムのビジネス可能性調査を実
施しました。南北に長いベトナムにおいては、ハ
ノイ・ハイフォンを中心とする北部とホーチミン
を中心とする南部を同時に調査し、ベトナムで制
定を進めている同リサイクル法に関して行政及
び民間の立場から日本の経験をアドバイスして
います。

（b） ハイフォン市での都市インフラビジネス展開に
係る案件発掘調査
ハイフォン市における都市環境インフラ輸出
を目指して、同市の現状把握、ニーズ調査及び都
市インフラビジネス戦略検討を行いました。調査
の結果を踏まえ、今後「北九州モデル」を活用し、
ハイフォン市が策定予定の「グリーン成長計画」
の策定支援を行います。

エ . フィリピン
E-Waste（電気電子機器廃棄物）リサイクル事業
平成25年度より経済産業省の支援を受けて、日
本磁力選鉱㈱とともにフィリピン・セブ市を中心
にE-Wasteリサイクル事業の可能性調査を実施
しています。セブ市においては、フィリピン最大
の流通グループSMホールディングと協力して
モール内に回収ボックスを設置し、携帯電話を中

心とした小型家電の回収モデルプロジェクトを
実施しています。

オ . インドネシア
（ア）スラバヤ市
平成24年11月に締結した「環境姉妹都市提携
に関する覚書」に基づき、現在は、グリーン＆ロー
カーボンの視点から、社会制度の構築や市民意識
の変革などのソフトも盛り込んだ総合的なまち
づくり計画の策定を中心に、廃棄物・上下水道・エ
ネルギー・都市開発といった様々な分野における
プロジェクトを展開して、グリーンシティ輸出モ
デルの構築を目指しています。
a.コジェネレーション・省エネ事業
b.廃棄物処理・リサイクル事業
c.下水処理施設整備計画策定事業
d.飲料水供給事業

（イ）バリクパパン市
a.泥炭・森林火災の消火技術普及モデル事業
b.�技術輸出を見据えた環境学習プログラムの
開発

（ウ）メダン市
廃棄物管理改善事業

（エ）ジャカルタ市
　インドネシア・ジャパン・エキスポ出展

第 3章 環境首都創造への取り組み

平成24年11月環境姉妹都市を締結
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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

（KUC）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。また、市内企業の環境
技術を活用した海外展開支援や、JICA九州・KITA
との連携により国際研修を実施するなど、北九州
アジア低炭素化センターの一翼を担っています。

ア . アジア地域における低炭素型まちづくりのた
めの政策研究と人づくり

（a） スラバヤ市（インドネシア）における低炭素都市
計画策定のための技術協力事業
北九州市とスラバヤ市との環境姉妹都市の関
係を活かして、民間企業と連携してエネルギー、
交通、廃棄物及び水資源の4分野でCO2排出量削
減やその費用対効果を調査し、推奨施策を提言す
るなどスラバヤ市の低炭素化に向けたプロジェ
クトの形成支援を行いました。

（b） JICA 低炭素都市計画策定支援研修～アジア都
市自治体職員の能力強化支援事業
インドネシア・スラバヤ市、タイ・ノンタブリ市
／ピサヌローク市及びベトナム・ホーチミン市職
員を対象に、3週間の研修をJICA九州で実施する
とともに、帰国後のフォローアップを含めそれぞ
れの都市で管理能力強化のためのワークショッ
プを開催しました。

（c）都市レベルの気候変動適応策の調査研究
法政大学、名古屋大学及び大阪大学と連携して、
気候変動やエネルギー自立、防災、減災といった
多様なリスクに対応しうる都市（レジリエント・
シティ）の形成に向けた政策モデル研究に取組ん
でいます。

イ . ASEAN「環境的に持続可能な都市（ESC）」モ
デル都市プログラム拡大とハイレベルセミナー
開催
環境省のクリーン・アジア・イニシアティブの
枠組みの下で、2014年2月、第5回ESCハイレベ
ルセミナーをインドネシア・スラバヤ市で開催し
ました。15カ国政府のほか、地方自治体や国際
機関、NGO、民間企業等、約200名が出席し、先
進都市の経験を共有するとともに、参加者間の
連携と情報交換を促進しました。今後、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、
ASEAN域内で国別のモデル都市プログラムを実
施する予定です。

ウ . アジア諸都市における堆肥化と住民参加によ
る廃棄物管理の普及・拡大
アジア環境都市機構の活動の一環として、本市
とともにフィリピン・セブ市で地域廃棄物管理セ
ミナーを開催、ナガ、バゴー、マンダウエ、ラプラ
プ等の周辺都市に対して、スラバヤで成功した住
民参加による堆肥化事業の経験を伝えました。
また、JICと連携して、「Kita-Q方式コンポスト
事業ネットワーク（http://kitaq-compost.net/）
会員都市であるクリアピディア市（スリランカ）
におい現地廃棄物管理に係る技術主導を行いま
した。さらに、派遣訓練前の青年海外協力隊環境
教育隊員を対象としたコンポスト化研修を実施し、
派遣後の現地での連携を進めています。

エ . 東南アジア諸国等における3R 政策／戦略の
策定支援
マレーシアにおける食品廃棄物の排出量報告
制度の導入に向け、排出事業者を対象とするセミ
ナーを開催するとともに、同国政府に対して食品
廃棄物管理に関する国家戦略計画ドラフトを提
出しました。
また、JICA技術協力プロジェクトとして、
KITA�と連携して、ケニア・ナイロビ市における
廃棄物の回収・運搬の改善に向けた市職員の能力
向上プロジェクトを引き続き実施しました。
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｜国際研修・環境国際協力事業｜

｜独立行政法人国際協力機構（JICA）との連携｜

｜OECDグリーンシティ・プログラム北九州レポート発表記念会議｜

北九州市では、アジア諸国及び諸都市が自らの力で環
境改善の取組みを進めることができるための人材育成を、
KITAやJICAなどの国際機関とともに推進しています。その
中で、国際研修については、1980年から始めており、これ
まで150カ国・地域から7,453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25年度には、マ
レーシアやインドネシアで本市の環境技術やノウハウを活
かした環境国際協力事業を行いました。このような取組み
により培った都市間ネットワークを背景として、本市では様々
な取組みを行っています。

JICAは、政府開発援助（ODA）の無償資金協力や技術協力を実施する
機関です。平成元年、本市に九州地区の総合窓口及び研修員受入れの国
際研修センターとしてJICA九州国際センターが開所して以来、研修コース
への講師派遣や見学受入などを積極的に行うとともに、環境国際協力事業
の実施など多様な連携を実施してきました。
平成25年2月には、従来からの協力関係のさらなる推進に加え、官民連携

など新たな分野での協力を発展させることを目的として、「北九州市と独立
行政法人国際協力機構との連携協定」を締結しました。
現在はこれらの連携に基づき、JICAスキームを活用してインドネシアやマレー

シアで廃棄物管理等の各種プロジェクトを実施しています。

平成23年、本市は経済協力開発機構（OECD）から、環境と経済を両立
させながら成長しているグリーン成長都市のひとつとして、パリ、シカゴ、ストッ
クホルムとともに選定されました。
平成25年には、本市の環境に関する取組などについてまとめたレポート「北
九州のグリーン成長」（英語版、日本語版）がOECDより発表されました。本
市では、レポートの発表を記念して、日本語版レポートの発表日である平成
25年10月18日に、国際会議「OECDグリーンシティ・プログラム北九州レポー
ト発表記念会議」を本市で開催しました。
本市は、これからも環境への取組などを一層推進するとともに、国内外に

も広く情報発信し、世界のグリーン成長に貢献していきます。

現地指導の様子

平成25年2月JICA連携協定締結
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第 4章
国による取り組みの評価

1.  環境モデル都市における平成25年度の取り組み評価                                                
環境モデル都市に選定された都市は、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されています。
平成25年度の取組に対する評価についても、国の有職者会議の審査を経て、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

北九州市
人口：96.3万人、世帯数：42.6万世帯（平成26年3月末現在）
就業人口49万人（平成21年度）、市内GDP：3.3兆円（平成23年度）
面積：489.6万km2（うち森林面積187万km2）

平 成 25 年 度 の 取 組 の 総 括

平成25年度においては、第1期行動計画の最終年度として、こ
れまでに整備した基盤により着実に取組を進め、事業を確実に推進
した。

主要な取組として、「北九州市地域エネルギー推進会議」を開催し、
低炭素・安定・安価なエネルギー供給の実現に向けた各種調査・
検討を実施した。

また、10月を「北九州エコマンス」と称し、「エコライフステージ
2013」や「エコテクノ2013」などの環境イベントや「アジア太平洋
RCE会議」などの国際会議を集中的に開催した。

さらに、アジア低炭素化センターでは、本市が培った都市環境イン
フラに係る技術やノウハウを体系的整理した「北九州モデル」を作成し、
インドネシア・スラバヤ市やベトナム・ハイフォン市などへの都市環境
インフラ輸出を推進した。
「北九州市環境モデル都市行動計画」に基づいた本市ならではの

取組を通して、低炭素社会づくりに向けて積極的に推進した。

A:施策進捗

（特記事項）

B:温室効果ガスの削減・吸収量 （平成24年度の評価結果）

（特記事項）

A：取組の進捗
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  ■ 環境モデル都市における平成25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 18 36
算定式:
②/①
*100

5 130〜

b）ほぼ計画通り 1 52 52 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　88 126 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 110,202 +31.3% H24実績（暫定値）（実排出係数） 1,752.0 +5.0%

温室効果ガス吸収量 10,790 +9.0% H24実績（暫定値）（排出係数固定） 1,510.0 △2.8%

•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25年度は、追加・前倒し・深掘りを行ったものが18（26％）、計画
通り進捗した取組が52（74％）であり、着実に取組を推進している。

•低炭素・安定・安価なエネルギー供給の実現するため、「北九州市
地域エネルギー推進会議（地元産業界、学識経験者、国、県、市で
構成）」「洋上風力発電立地検討部会（国、市等で構成）」「火力発電
立地検討部会（エネルギー関連企業で構成）」をそれぞれ3回（全9
回）開催し、洋上風力発電・高効率火力発電の立地促進、地域エネル

ギーマネジメントの実現に向けた各種調査・検討を実施した。
•太陽光発電でつくった電力を大型蓄電池に蓄え、この電力を電気バ

スへ充電し市内で運行するという、二酸化炭素や廃棄物を排出しな
い「ゼロエミッション交通システム」事業を開始した。

•10月を「北九州エコマンス」と称し、「エコライフステージ2013」や
「エコテクノ2013」などの環境イベントや「第3回環境未来都市構
想推進国際フォーラム」や「アジア太平洋RCE会議」などの国際会
議を集中的に開催した。

•温室効果ガス排出量（暫定値）については前年比で5.0%増となって
いるが、これはエネルギー使用量が減少した一方で、排出係数が悪
化したことが要因と考えられる。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、前年比で2.8%減となっており、市域で
の温室効果ガス削減の取組みが進捗していることを表している。

•産業・業務部門においては、市内企業が節電や高効率ボイラーの導入な
どの生産プロセスの改善を行ったことに加えて、公共施設による省エネ
の取組みを行った結果などにより、約90,000t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、
家庭用の普及や公共施設の設置に加え、市内企業による大規模メガ
ソーラーの設置などにより、目標を上回るペースで進捗している。

•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。

•海外における取組として、上下水道分野の協力により約4,600tの
CO2削減に寄与した。
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D:地域のアイデア・市民力

（特記事項）

E:取組の普及・展開

（特記事項）

5

5

【参考指標】

【参考指標】

•10月を「北九州エコマンス」と称し、「エコライフステージ」や「エコテ
クノ」などの環境イベントや国際会議を集中的に開催した。

•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、年間通じて166.2万人の
市民等が参加し（前年から23.8万人増）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」の受検者数が昨
年度に引き続き増加し、25年度は2,141人（前年から117人増）が
受検し、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が

拡大した。
•自然とふれあいながら生物多様性の重要性や生態系の仕組みを学ぶ

ことができる「響灘ビオトープ」に約24,000人の市民等が来場した。
•事業者、市民等との連携によるレジ袋の削減の取組み（1,058万枚

削減、CO2削減量320t）などを通して、市全体として市民環境力の
底上げにつながった。

•雑がみの回収強化を目的とした「市民いっせい雑がみ回収グランプ
リ」実施するとともに、生ゴミ減量化を図るための「3切り運動（使い
切り・食べ切り・水切り）」の啓発強化に努めた。

•本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・評価した報告書「北九州のグリーン成長」がOECDより発表さ
れた。本市では、レポートの発表を記念した国際会議を開催するな
ど、本市の取組について国内外に向け情報発信を行った。

•第3回「環境未来都市」構想推進国際フォーラムが平成25年10月
に本市で開催（参加者400名（うち海外から40カ国140人））され、
環境・社会・経済の三つの価値を創造し、持続可能な経済社会構造
を実現することに向けた議論が行われた。あわせて、本市の低炭素

社会づくりに向けた取組について国内外に向け情報発信を行った。
•本市の先進的な取組や関連施設に対し、国内外から数多くの視察者
（12万人以上）が訪れた。また、国際研修を受け入れる（累計:150
カ国7,453人）ことなどにより、取組の普及・展開がすすんだ。

•アジア低炭素化センターを中心とした様々な協力事業等を通じて、
アジア地域の低炭素化社会の実現に寄与した。

環境首都検定　受検者数 2,141人 自然環境保全活動参加数 35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 126,287人
エコライフステージ　参加者数 1,662,698人 市民のエコドライブ参加者数 30,358人
市民植樹 79,054本 市民のノーマイカー参加者数 62,000人
町内会・子ども会の古紙回収量 27,784t レジ袋削減枚数 1,058万枚
ビオトープ来園者数 23,524人 雑がみ回収グランプリ回収量 約100t

小型電子機器回収量（レアメタル） 85.6t エネルギーパーク　視察者数 18,270人
国際研修　受入人数 394人 CASBEE北九州　届出件数 21件
スマートコミュニティ視察者数 5,586人 アジア低炭素化センターでの成果事例
エコタウン　視察者数 100,643人 UNIDOとの協力覚書の締結内容更新

香港貿易発展局との相互協力に関する覚書締結

C:地域活力の創出

（特記事項）

5
【参考指標】

•アジア低炭素化センターでは、アジアの都市とのネットワークを活用
し、様々な分野の環境技術・システムをパッケージ化して、市内企業
の海外ビジネス展開を支援する活動を行い、平成25年度までにア
ジアの37都市で65社の企業と連携し、58件のプロジェクトを実施
した。

•北九州スマートコミュニティ創造事業においては、機器の技術実証
やダイナミックプライシングの社会実証など、本格的な実証を継続
実施し、平成25年度夏の実証では、およそ20％のピークカット効果

が確認された。
•循環型社会の先駆けとしての取組みを進めている北九州エコタウン

においては、新たな投資と雇用が生まれており、地域活力の創出に
寄与した。（立地企業数（延べ）31社、H25投資額9.6億円、H25関
連企業雇用者数1,417人）

アジア低炭素化センター 企業との協議回数 354回 中小企業向け省エネ設備導入補助金額 1億3千万円
アジア低炭素化センターを中心とした技術輸出実績 エコタウン立地企業数（H25末現在） 27社

プロジェクト数（累計） 58件 エコタウン関連企業雇用者数 1,417人
国等からの事業採択件数 23件 エコタウン　投資額（25年度） 9.6億円
事業規模 14.1億円 エコタウン　総投資額 695億円

環境産業推進会議　登録数 579社・団体 市のグリーン購入 100%
エコプレミアム選定数 10件 （延べ181件 ）

下川町
人口 : 3,507人、世帯数 : 1,788世帯（平成26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 25 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、地域熱供給システムをはじめ
とする木質ボイラーの適切な稼動等により一定の削減効果が得られ
た。

町民参加型のしもかわエコ得ポイントやバイオマスライブ、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 : 16.9万人、世帯数 : 8.4万世帯（平成25年3月末現在）
就業人口 8.0万人（平成22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 25 年 度 の 取 組 の 総 括

平成25年度は、一部の取り組みにおいて遅れが見られるものの、前
倒し実施によるCO2排出削減効果の上乗せや新規取り組みの追加な
どにより概ね順調に進捗している。

温室効果ガスの排出削減量や吸収量は増加傾向にあるものの、電
気排出係数の上昇など外部要因によりCO2排出量は増加傾向にある。

地域活力や地域のアイディア・市民力については、住宅用太陽光発
電の設置が好調なほか、市民中心に実施する地域美化活動、廃てんぷ
ら油回収、環境モデル地域活動、高齢者無料バス乗車証の交付など、
幅広い年齢において環境への取り組みが促進された。

取り組みの普及・展開については、全年齢対象の出前環境教室を中
心に、行政視察、JICA研修コース講習、地域内外のイベント出展など、
帯広市の取り組みを積極的に発信している。

千代田区
人口 : 5.6万人、世帯数 : 3万世帯（平成26年7月末現在）
就業人口 98.6万人（平成21年度）、市内GDP : --兆円（平成--年度）
面積 : 11.64㎢（うち森林面積--万㎢）

平 成 25 年 度 の 取 組 の 総 括

取組の進捗としては、アクションプランで予定していた通りに実施さ
れている。

温室効果ガスの削減では、排出係数の影響を大きく受け、排出量が
増加傾向にあるが、大規模事業者と連携した地域冷暖房の高効率化
や再生可能エネルギーである生グリーン電力の供給等により、削減効
果が得られた。

地域活力の創出では、高山市との森林整備事業により区内の低炭素
化を図るとともに、地方の活性化に寄与した。

地域のアイデア・市民力では、区民・事業者とともに打ち水を行うこ
とで、ヒートアイランド現象の緩和及び環境意識の啓発、地域コミュニ
ティの発展など様々な効果がみられた。

都心ならではの環境への取組、事業者と連携した取組などの先進的
な施策について、他自治体からの視察などを積極的に受け入れ、環境
モデル都市としての取組の普及・啓発に努めた。
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 ■ 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

第 4章 国による取り組みの評価



1 9 0 1 環境首都レポート環境首都レポ ト
― 環境モデル都市行動計画 ―

｜2 0 15 年 3月 北 九 州 市｜

30 31

横浜市
人口 : 370万人、世帯数 : 162万世帯（平成26年4月現在）
就業人口170万人（平成22年度）、市内GDP : 12.6兆円（平成22年度）
面積 : 435㎢（平成25年度）（うち森林面積39.6㎢（平成17年度））

平 成 25 年 度 の 取 組 の 総 括

「施策進捗」では、全体的に順調に進んでおり、「横浜市地球温暖化
対策実行計画」を改定して新たに「低炭素まちづくり」「適応策」を柱と
した。
「地域活力の創出」では、「横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）」

で、1,900世帯による日本最大規模の夏季デマンドレスポンス（DR）実
証、統合BEMSを活用した14棟の国内大規模ビル間連携実証などを
実施した。
「地域のアイデア・市民力」では、「みなとみらい2050プロジェクト」

において審議会で議論いただき、答申をふまえ、エネルギーシステムの
自立強化などのまちづくりを進めていく。
「取組の普及・展開」では、「IPCC総会」の横浜市での日本初開催に

あわせ、市内全18区でのリレー市民講座など一連のキャンペーンを実
施し、国・県とも連携しつつ市民意識啓発を強化した。

飯田市
人口 ： 10.5万人、世帯数 ： 3.9万世帯（平成26年6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557.4万㎢）

平 成 25 年 度 の 取 組 の 総 括

•今年度は、「飯田市再生可能エネルギー導入による持続可能な地
域づくり条例」を施行し、地域主導で取り組む公共的な再エネビジ
ネスの事業創出に着手した。この条例の支援を視野に入れた事業
案件として、上村地区での小水力発電をはじめとする地域主導型の
再エネビジネスの事業化が具体的に進んでいる。

•普及啓発分野では、旧飯田測候所を市の環境政策を推進する拠点
として整備した。これにより、当市が目指す低炭素まちづくりを市民
との協働で進める体制が整った。

•一方で、木質バイオマス熱利用については、ペレットの需給バランス
が維持できているものの、地域に賦存する木質バイオマス資源を最
大限活かしきれずにいる。

•地域内のエネルギー抑制の点では、長野県の温暖化防止条例が契
機となって低炭素型の不動産の普及が始まったが、将来的には既
存の建築物の省エネ化も含めて、地域のエネルギー需要抑制を戦
略的に推進していく必要がある。
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京都市
人口 : 147.0万人、世帯数:68.8万世帯（平成26年7月末現在）
就業人口68.1万人（平成22年度）、市内GDP : 5.85兆円（平成22年度）
面積 : 827.9㎢（うち森林面積610.3㎢）

平 成 25 年 度 の 取 組 の 総 括

•東日本大震災以降の温暖化対策を強化するため,温暖化対策と表裏
一体であるエネルギー政策の方向性を示した「京都市エネルギー政
策推進のための戦略」を策定し,それを踏まえて,「京都市地球温暖化
対策計画」の改定（第2期環境モデル都市行動計画策定）し,現行の温
暖化対策を強化した。

•オール京都挙げて設立した「京都エコ・エネルギー推進機構」によるグ
リーンイノベーションの推進や,産学公連携による環境・エネルギー関
連産業の育成・振興を推進した。

•「こどもエコライフチャレンジ」を始めとした環境教育事業の国際展開,
地域ぐるみでライフスタイル転換を図るための省エネや環境学習に取
り組む「エコ学区」の市内全学区（222学区）への拡大を図り,地域展
開に取り組むなど,温暖化対策の取組を多方面に浸透させている。

堺　市
人口 : 84.3万人、世帯数 : 34.9万世帯（平成25年3月末現在）
就業人口36.2万人（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406ha）

平 成 25 年 度 の 取 組 の 総 括

平成25年度においては、これまでに整備した施策の運用、実施、既
存事業の拡充などを実施した。

産業部門においては、中小製造業者への省エネ設備の導入補助に
加え、業務系事業所への省エネ設備導入補助も新設するなど、事業者
に対する支援を積極的に行った。

運輸部門においては、コミュニティサイクルシステムや、公用車EV
カーシェアリングの運営により、過度の自動車利用からの脱却や、低公
害車の普及促進に向けた取組を進めた。

民生部門では、「晴美台エコモデルタウン創出事業」において、ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ハウスを実現する街区の形成を推進し、平成25
年6月にまちびらきを行った。

このように、今年度においても産業、運輸、民生すべてにおいて低炭
素都市「クールシティ・堺」の実現に向けた取組が着実に進められてお
り“快適な暮らし”と“まちの賑わい”が持続する低炭素社会の実現をめ
ざして全市一体となった取組を進めることができた。

富山市
人口 : 41.9万人、世帯数:16.9万世帯（平成26年3月末現在）
就業人口20.9万人（平成22年度）、市内GDP : 1.97兆円（平成22年度）
面積 : 1,241.9万㎢（うち森林面積859.8万㎢）

平 成 25 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
や中心市街地活性化等の中核をなす事業を中心に、大部分が概ね計
画通りに進捗し、5年間の最終年度としては良好な進捗状況といえる。

こうした着実な取組みと実績は国際的にも評価され、OECDの「高
齢社会における持続可能な都市政策」プロジェクトのケーススタディ
都市に選出されたほか、小水力発電所やエコタウン、コミュニティサイ
クル、コンパクトシティ関連事業などに対して国内外から多くの視察・
見学があり、地域内外への普及・PRにつながっている。

さらには、環境未来都市計画の先進的・先導的なプロジェクトと連
携して推進することで、相乗効果が期待される。

CO2排出量の観点では近年の増加傾向が改善されつつあるが、特
に業務・家庭の部門での削減を重点的に図っていく必要がある。

今後は、これまでの取組みや評価を踏まえた上で、25年度末に策定
した第2次アクションプランに基づき、引き続き目標達成に向け取り組む。
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豊田市
人口 : 42.2万人、世帯数 : 16.9万世帯（平成26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626.44万㎢）

平 成 25 年 度 の 取 組 の 総 括
平成25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。
豊田市の2012年度のCO2排出量は、前年度比で5万t-CO2（0.9％）

減少し、基準年比では26万t-CO2（5％）増加している。経年変化を見る
と、2010年度をピークに着実に削減効果が現れている。基準年（1990
年）から増加傾向にあるのは、基準年からの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、市が独自に策定した指針に基づき、再
生可能エネルギー導入の促進を図ることで、施設・家庭等でのエネル
ギーの地産地消が進んでいることや、次世代自動車購入補助とともに、
充電インフラの整備促進、民生分野における「とよたエコフルタウン」を活
用した普及啓発やエコポイントを通じた市民の行動変化促進、環境・エ
ネルギーを切り口とした自動車産業を始めとする地場産業の活性化など
があげられる。

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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梼原町
人口 : 3,685人、世帯数 : 1,760世帯（平成26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 25 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「協定書」を締結し、プロポーザル方式で事業者を
募集する事になった。

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一次破砕機の入替
を行った結果、オガ粉方式による製造方法により、1.4倍のペレット製
造量増加を達成し、目標1,700tへ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設
置補助金により、消費税増税前と固定買取制度の単価設定のピーク
もあった事から、太陽光発電やエコキュート等の機器の導入が進み、
CO2削減効果があった。

水俣市
人口 : 2.6万人、世帯数 : 1.1万世帯（平成25年度）
就業人口1.1万人（平成22年度）、市内GDP : 7.9千万円（平成22年度）
面積 : 163㎢（うち森林面積122㎢）

平 成 25 年 度 の 取 組 の 総 括

平成25年度は、「水銀に関する水俣条約外交会議」「全国豊かな海
づくり大会」の開催にあわせ、様々な事業が実施された。

ごみの分別リサイクルや水俣病資料館での企画展の実施や、地場食
材を活用した食事の提供や漁民の森づくり、海と川のクリーンアップ作
戦など、市民、事業者の協力を得ながら、国内外からの参加者へ効果的
な情報発信を行うことができた。また、以前より要望のあった、商店街
街路灯のLED化や環境配慮型の暮らしや産業づくりに向けた各種補
助事業も実施され、地域活力の創出に繋がっている。

予定していた施策も、ほぼ計画通り進捗できたことから、温室効果ガ
スも順調に削減できるものと思われる。

宮古島市
人口 : 5.5万人、世帯数 : 2.5万世帯（平成25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 25 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0.91％の微増ではあ
るものの、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の成果を踏まえ、更
なる課題解決と地域性を考慮した事業へと発展・拡大した。

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、及び「エコアイランド宮古島の推進
に関する条例（仮称）」の検討が進むことにより、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24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 = H23
下段 = H24

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
取組の効果H24 排出量

（万 t-CO2）
H23 排出量
（万 t-CO2） 前年度比 H24 排出量

（万 t-CO2）
H23 排出量
（万 t-CO2） 前年度比

北九州市
H18:0.375
H23:0.525
H24:0.612

1752.0 1668.9 +5.0% 1510.0 1554.1 ▲ 2.8% • 排出係数悪化の影響を除けば、産
業部門での生産プロセスの改善に
よる省エネルギーの推進等により
前年度より削減できている。

• アクションプランの実施により約
11 万 t-CO2 の削減を実現してお
り、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 1275.5 1225.7 +4.1% 1126.1 1167.3 ▲ 3.5%
運輸部門 128.6 130.1 ▲ 1.2% 128.6 130.2 ▲ 1.2%
業務部門 193.0 169.0 +14.2% 132.9 133.9 ▲ 0.7%
家庭部門 117.4 106.2 +10.5% 84.9 84.8 +0.1%
エネルギー転換部門 37.5 37.9 ▲ 1.1% 37.5 37.9 ▲ 1.1%

下川町
H02:0.490
H23:0.485
H24:0.688

2.9 2.8 +2.9% 2.5 2.8 ▲ 9.7%
• 家庭部門における排出量減少につ

いては、これまで継続して実施し
てきた「しもかわエコ特ポイント」
などによる町民参加型環境配慮活
動（節電・省エネ）の定着が一因と
考えられる。

• 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、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 0.9 0.8 +6.1% 0.8 0.8 ▲ 3.7%
運輸部門 0.5 0.5 +2.1% 0.5 0.5 +0.0%
業務部門 0.6 0.5 +16.7% 0.5 0.5 +0.0%
家庭部門 0.9 1.0 ▲ 6.1% 0.8 1.0 ▲ 24.2%

帯広市
H12:0.479
H23:0.485
H24:0.688

152.8 131.5 +16.2% 133.4 131.0 +1.8%
• 業務部門と家庭部門が増加。要因

は、世帯数の増加によるもの。
• アクションプランの実施により約

5.0 万 t-CO2 の削減を実現してお
り、着実に取組みが進んでいる。

産業部門 19.2 16.2 +18.5% 16.0 16.1 ▲ 0.6%
運輸部門 42.8 42.4 +0.9% 42.8 42.4 +0.9%
業務部門 39.9 31.6 +26.3% 31.7 31.4 +1.0%
家庭部門 50.9 41.3 +23.2% 42.9 41.1 +4.4%

千代田区
H20:0.418
H23:0.464
H24:0.525

296.2 260.8 +13.6% 251.2 247.9 +1.3% • ビル等の建築に伴う延べ床面積の
増加により、CO2 排出量は増加
傾向にある。

• 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、着実に取組みが進んでいる。

産業部門 7.8 6.3 +23.8% 6.6 6.0 +10.0%
運輸部門 53.7 48.9 +9.8% 45.5 46.5 ▲ 2.2%
業務部門 222.8 195.4 +14.0% 189.0 185.7 +1.8%
家庭部門 11.9 10.2 +16.7% 10.1 9.7 +4.1%

横浜市
H20:0.418
H23:0.464
H24:0.525

2,176 2,071 +5.1% 1,994 1,995 ▲ 0.1%
• 排出係数を固定した場合では排出

量が前年度からほぼ横ばいであ
り、震災を契機とした市民・事業
者による節電・省エネが浸透して
いると考えられる。

• アクションプランの実施により約
8.6 万 t-CO2 の削減を実現してお
り、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 286 264 +8.3% 251 250 +0.4%
運輸部門 413 406 +1.8% 405 403 +0.7%
業務部門 469 414 +13.4% 399 386 +3.3%
家庭部門 509 454 +12.1% 441 425 +3.9%
エネルギー転換部門 432 470 ▲ 8.2% 430 469 ▲ 8.4%
廃棄物部門 67 63 +6.6% 67 63 +6.6%

飯田市
H20:0.455
H23:0.518
H24:0.516

71.6 70.8 +1.1% 66.2 65.3 +1.4%
• 全体の排出量は排出係数を固定し

た場合でも微増。ただし、民生部
門由来の排出量の減少は、飯田市
が最も推進している市民参加によ
る自然エネルギー導入が浸透して
いることの現れ。

• 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、
全体としては計画通り進んでいる。

産業部門 21.2 20.8 +1.9% 18.7 18.2 +2.7%
運輸部門 19.0 19.0 +0.0% 19.0 19.0 +0.0%
業務部門 15.8 15.1 +4.6% 14.0 13.3 +5.3%
家庭部門 15.7 16.0 ▲ 1.9% 14.5 14.7 ▲ 1.4%

※端数処理の関係で必ずしも合計等は一致しない。

※この数値は、推計値であり、確定値が出た時点で変更となる可能性があります。

第 4章 国による取り組みの評価
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都市名

排出係数
(kg-CO2/kWh)
上段 = 基準年
中段 = H23
下段 = H24

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
取組の効果H24 排出量

（万 t-CO2）
H23 排出量
（万 t-CO2） 前年度比 H24 排出量

（万 t-CO2）
H23 排出量
（万 t-CO2） 前年度比

富山市
H17:0.320
H23:0.641
H24:0.663

441.7 434.0 +1.8% 338.9 338.6 +0.1% • 路面電車の停留所の増設や駅周辺
整備等による利便性向上により運
輸部門では継続的に削減効果あ
り。ただし、猛暑厳冬により家庭
部門での増加が要因となり、全体
としては微増。

• アクションプランの実施により約
4.8 万 t-CO2 の削減を実現してお
り、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 146.0 145.0 +0.7% 105.2 106.5 ▲ 1.2%
運輸部門 81.1 81.3 ▲ 0.2% 81.1 81.3 ▲ 0.2%
業務部門 105.2 103.7 +1.4% 74.1 74.9 ▲ 1.1%
家庭部門 104.0 99.6 +4.4% 73.1 71.5 +2.2%
エネルギー転換部門 5.4 4.4 +22.7% 5.4 4.4 +22.7%

豊田市
H20:0.455
H23:0.518
H24:0.516

540.8 545.7 ▲ 0.9% 519.0 541.4 ▲ 4.1% • 「次世代エネルギー・社会システ
ム実証」の成果として 2010 年度
をピークに着実に削減効果が現れ
ている。

• 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、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 332.2 336.9 ▲ 1.4% 317.6 336.2 ▲ 5.5%
運輸部門 87.7 88.4 ▲ 0.8% 87.5 88.2 ▲ 0.8%
業務部門 47.2 47.5 ▲ 0.6% 43.9 44.1 ▲ 0.5%
家庭部門 61.8 61.8 +0.0% 58.1 61.8 ▲ 6.0%
廃棄物部門 11.9 11.1 +7.2% 11.9 11.1 +7.2%

京都市
H18:0.410
H23:0.450
H24:0.514

736.5 708.2 +4.0% 650.7 674.3 ▲ 3.5% •排出係数が悪化するものの総排出
量は微増。排出係数を固定した
場合はすべての部門で削減効果
がある。

•アクションプランの実施により約
22.4 万 t-CO2 の削減を実現して
おり、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 107.5 110.3 ▲ 2.5% 93.6 104.4 ▲ 10.3%
運輸部門 154.7 158.4 ▲ 2.3% 149.9 156.5 ▲ 4.2%
業務部門 214.3 197.7 +8.4% 184.3 186.0 ▲ 0.9%
家庭部門 260.1 241.8 +7.6% 222.9 227.3 ▲ 1.9%

堺　市
H17:0.358
H23:0.450
H24:0.514

875.0 856.3 +2.2% 813.0 819.3 ▲ 0.8%
• 排出係数悪化の影響を除けば、公

共施設の省エネ化や住宅・事業所
での再生可能エネルギーの設置促
進等により業務・家庭部門で削減
効果がみられる。

• アクションプランの実施により約
2.7 万 t-CO2 の削減を実現してお
り、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 470.7 470.6 +0.0% 469.9 470.1 ▲ 0.0%
運輸部門 114.8 111.2 +3.2% 111.7 109.4 +2.1%
業務部門 127.9 117.8 +8.6% 96.0 98.9 ▲ 2.9%
家庭部門 108.8 101.8 +6.9% 86.7 88.7 ▲ 2.3%
エネルギー転換部門 15.1 15.1 +0.0% 10.5 12.0 ▲ 12.5%
廃棄物部門 18.9 19.0 ▲ 0.5% 19.6 19.5 +0.5%
その他 18.8 20.8 ▲ 9.6% 18.6 20.7 ▲ 10.1%

檮原町
H20:0.392
H23:0.552
H24:0.700

2.2 2.3 ▲ 2.2% 1.7 1.8 ▲ 10.3% • 排出係数の影響を除けば、排出係
数を固定した場合はすべての部門
で削減効果がある。

• アクションプランの実施により約
0.2 万 t-CO2 の削減を実現してお
り、着実に取組みが進んでいる。

産業部門 1.1 1.1 +1.9% 0.7 0.9 ▲ 14.9%
運輸部門 0.3 0.4 ▲ 2.9% 0.3 0.4 ▲ 2.9%
業務部門 0.3 0.3 +0.0% 0.2 0.3 ▲ 15.4%
家庭部門 0.5 0.6 ▲ 10.7% 0.4 0.4 ▲ 2.8%

※端数処理の関係で必ずしも合計等は一致しない。

※この数値は、推計値であり、確定値が出た時点で変更となる可能性があります。

都市名

排出係数
(kg-CO2/kWh)
上段 = 基準年
中段 = H23
下段 = H24

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
取組の効果H24 排出量

（万 t-CO2）
H23 排出量
（万 t-CO2） 前年度比 H24 排出量

（万 t-CO2）
H23 排出量
（万 t-CO2） 前年度比

水俣市
H17:0.365
H23:0.525
H24:0.612

16.6 15.5 +7.1% 13.0 13.2 ▲ 1.5% • 環境配慮型産業の育成や環境設備
の導入による省エネ省資源の推進
等により産業部門・業務部門で排
出量を削減。

• アクションプランの実施により約
0.5 万 t-CO2 の削減を実現してお
り、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 5.1 4.9 +4.1% 4.1 4.2 ▲ 2.4%
運輸部門 3.4 3.3 +3.0% 3.4 3.3 +3.0%
業務部門 3.2 3.0 +6.7% 2.2 2.3 ▲ 4.3%
家庭部門 4.6 4.0 +15.0% 3.0 3.0 +0.0%
その他 0.3 0.4 ▲ 25.0% 0.3 0.4 ▲ 25.0%

宮古島市
H20:0.946
H23:0.932
H24:0.903

32.8 32.6 +0.6% 32.1 32.4 ▲ 0.9%

• 産業部門の増加は、前年度の台風
被害による一時的な悪影響からの
回復に伴う増加と考えられる。

• 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、取組みは順調に進んでいる。

産業部門 6.6 5.8 +13.8% 6.4 5.8 +10.3%
運輸部門 9.5 9.4 +1.1% 9.5 9.4 +1.1%
業務部門 7.2 7.5 ▲ 4.0% 7.0 7.5 ▲ 6.7%
家庭部門 7.9 8.3 ▲ 4.8% 7.6 8.2 ▲ 7.3%
エネルギー転換部門 1.0 0.9 +11.1% 1.0 0.9 +11.1%
その他 0.6 0.6 +0.0% 0.6 0.6 +0.0%

【H24　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

H24 排出量
（万 t-CO2）

H23 排出量
（万 t-CO2） 前年度比 H24 排出量

（万 t-CO2）
H23 排出量
（万 t-CO2） 前年度比

7097.1 6800.3 +4.4% 6325.7 6417.1 ▲ 1.4%

①実排出係数を用いた場合 ②排出係数を固定した場合

H24 H23 H22 H24 H23 H22

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

7100.0 +4.4% 6800.0 +7.6% 6090.0 ▲ 4.6% 6330 ▲ 1.4% 6420.0 ▲ 2.1% 6280.0 ▲ 1.5%

①実排出係数を用いた場合 ②排出係数を固定した場合

H24 H23 H22

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

120800 +2.9% 117300 +4.5% 112300 +7.2%

※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

※この数値は、推計値であり、確定値が出た時点で変更となる可能性があります。
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第 5章
資 料 編

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 目　的 平成25年度の取組内容

NPO法人
里山を考える会

東田のココがスマート！
を巡る「ココスマツアー」

•平成22年度〜八幡東区東田地区に
てスタートした北九州スマートコミュ
ニティ創造事業の視察者に対し、最先
端技術のみでなく、まちの背景も含め
て紹介するエコツアーを実施

•視察対応窓口を一本化し、日英対応
のクオリティの高いガイドを行う事に
より、事業を国内外へ広くPRするとと
もに、行政・参画企業の業務負担の軽
減、住む人・働く人・訪れる人のネット
ワークづくりにも貢献する

平成25年度視察者対応実績
１76団体/2,483名

吉川工業株式会社 省エネ活動 エネルギーコスト削減

•本社事務所の蛍光灯約300本をLEDに変更
•電気使用量のデマンド値管理
•照明設備電源管理、こまめな消灯
•空調温度のこまめな管理（基本28℃）
•クールビズの実施（5月１2日〜１0月3１日）
•空調のエコ機種への更新

小倉みつばちプロジェ
クト

環境モデル都市北九州
のPR

「環境指標生物」と言われる蜜蜂を小倉
都心部で飼育、採蜜することで、小倉都
心部が環境の整った安全安心なまちで
あることを広く市内外にPRする

大分市で開催された大分発「マチカラシンポジウム」に参加し、
市外でも小倉都心部の環境の良さをアピール

中井校区衛生協会
ゴミステーションの位
置変更と廃止への取り
組み

新しい活力が創生される地域づくり

　中井校区自治連合会は「健康で豊かな心　温かい愛をもっ
て　お互いにふれあい助け合って　住みよいまちにします」を
スローガンに掲げ、コミュニティの活性化に取り組んでいる。
　地球環境が変化していく中、ゴミステーションの町内会未加
入者の利用、店舗申請のゴミステーションは住人の生活ゴミス
テーションではない等、日常生活に欠かせないゴミ問題が浮
上、ゴミステーションの位置変更と廃止問題が懸案となった。
　問題を解決するため環境事務所に相談。住民へルールの周
知活動、分別に関する広報等を行い、地域住民の理解と協力を
得て、資源ゴミステーションは、県道、歩道へのはみ出し等もあ
り、道路側にガードレールのある場所へ移動して通行人に支障
がないようにした。
一事例ではあるが、浮上したこの取り組みが地域へもたらした
波及効果は大きなものがある。ゴミステーションの管理は、人
と人をつなぎ、まちの美観を保持し、住み心地の良い安全で安
心して生活できるまちをつくる。

株式会社
北九州銀行

①節電・CO2削減への取組
② 環 境 首 都 検 定のグ

ループ受検
③ クリーン北九州まち美化

キャンペーンへの参加

①会社としての地球温暖化防止への取組
②低炭素社会づくりにつながる行員意

識の高揚
③まち美化の実践

①クールビズ、ウォームビズの実施。毎月１回の一斉消灯日・
ノーマイカーデーの継続実施。北九州市のノーマイカー推
進運動への参加。

②受験者１8グループ60人、受験者数優秀特別賞受賞。団体
部門で6グループが優秀賞受賞。

③クリーン北九州まち美化キャンペーン事業「日本列島クリー
ン大作戦」に毎年参加（今年度参加者約250人）

社会福祉法人いわ
き福祉会　障害福
祉サービス事業所
　はばたけ

省エネ活動 消費電力の削減
•エアコンの適正な温度設定と定期的なフィルター清掃
•待機電力の削減（退社時OA機器の電源切、コンセントの取

外し）

紫水環境有限会社 CO2削減への取組 環境モデル都市の一員として、会社や個
人で自らできる範囲でのCO2削減参加

•エコドラ北九州プロジェクト参加
•エコアクション2１への取組
•移動手段に自転車の活用

株式会社
ユーコーリプロ

使用済遊技機の処理お
よびリユース部品・リサイ
クル原料としての製品化

適正処理と再資源化を確実に行い資源・
エネルギーの節約、廃棄物を削減する

•使用済遊技機の買取回収
•遊技機回収システムの運用
•平成25年度リサイクル処理実績（西日本リサイクル工場）
　サーマル率：6.3％
　マテリアル率：88.8％
　リユース率：49％
　リサイクル率：93.7％

団体名
氏　名 取組名 目　的 平成25年度の取組内容

水巻町 グリーンカーテン事業
植物を建築物の外側に生育させること
で、日光を遮断させ、建築物内の温度を
低下させ、クーラーの利用を抑えるため

役場本庁舎の南側に、ゴーヤとアサガオを生育させ、ネット上
に葉を茂らせることで、カーテン状にした

株式会社不動産中
央情報センター

古民家をリノベーション
したコミュニティテナント

「アルコーブ風呂乃井」

築80年の木造平屋建の長屋住宅を解
体するのではなく、リノベーションして活
用する（解体しないで活用するという取
組み）

公益財団法人北九
州国際技術協力協
会（KITA)

KITAは、北九州市がこれまで培った
技術や経験を途上国に移転することを
目的に、昭和55年に設立された。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
な活動をしている

○国際研修事業
　　KITAでは、JCA研修40コース（環境管理研修9コー

ス、水資源・処理研修5コース、生産技術・設備保全研修7
コース、省・新エネルギー研修１2コース、職業訓練研修等
7コース）、環境・省エネ経営者セミナー等5コース、計45
コースを実施し、研修員394人を受け入れた。

○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する。さらに同地区の町内会にお
いて、分散型排水処理施設の設置を展開し、河川水質の改
善を図るものである。

　　平成25年度は最終年度であり、分散型排水処理システ
ムの考え方、基本設計、活用方法をまとめた排水処理マス
タープランを最終報告書として提出した。あわせてスラバヤ
市の技術者に対し、水処理技術とともに市民の理解協力を
得つつ事業を進めるノウハウ取得を目指した本邦研修も実
施した。

•ケニア国ナイロビ市廃棄物管理能力向上プロジェクト
　　民間企業と共同企業体を結成し、北九州市、公益財団法

人地球環境戦略研究機関と協働で、ナイロビ市において、廃
棄物管理能力向上に必要な収集運搬能力向上、廃棄物独
立会計導入、民間連携促進、コミュニティ連携促進等を実施
している。

　　KITAは、ナイロビ市の廃棄物収集・運搬業務の現状を
調査し、その改善提案を図るため、廃棄物の専門家を派遣し
た。

•タイ・新バイオディーゼルの合成法の開発
　　北九州市立大学が開発した軽油として１00％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ある
（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、ヤト
ロファ油、パーム油などの非食糧系植物性・動物性油脂の
実情を調査し、報告した。　

株式会社千草 エコアクション21の活
動 環境保全と水道光熱費の削減

•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
•フードシステムの活用および食品廃棄物の削減

株式会社松尾設計 事務所省エネ活動推進
（継続）

地球温暖化防止対策への寄与、あわせ
てコスト削減を図るため

• 平成１8年よりスタートした社内省エネWG活動（毎月１回）
を継続している

• 平成25年度省電力実績：約2万6千ｋWh削減（対平成
１8年度実績比較：削減率9.3％）

麻生鉱山株式会社
　北九州事務所　
エコノベイト響

省エネ活動 省エネ
•エアコン温度の設定（夏27℃、冬20℃）
•節水・節電のシールを貼った（蛇口、スイッチ近く）
•コピー用紙の裏紙の再利用等を徹底した

株式会社スピナ 省エネ活動
•高効率空調機の導入
•クールビズ、ウォームビズの実施
•昼休み時間における事務所内照明の消灯
•OA機器の待機電力削減（退社時の電源切）

日本磁力選鉱
株式会社

①小型家電リサイクル
事業者認定取得（大臣
認定00002号）
②ベトナムおよびフィリ
ピンのE-wasteリサイク
ル実証実験推進中

①有用金属等の資源確保を目指し、制
度を促進していく
②インド同様、環境保全・効率性・遵法
性を満たしたリサイクルを支援する

①九州・山口の各自治体の入札に参加、広域に家電を収集し
（レアメタルリサイクル事業の原料増量）当社ひびき工場に
て適正に処理し、レアメタルを含む有用金属類の再資源化
に取り組んでいる

②平成25年6月　バーゼル条約に従ってインドから廃プリン
ト基板類を輸入。当社ひびき工場にて適正に処理を行った

株式会社スピナ 省エネ活動
•高効率空調機の導入
•クールビズ、ウォームビズの実施
•昼休み時間における事務所内照明の消灯
•OA機器の待機電力削減（退社時の電源切）
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柱 実施項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

①再エネ導入 太陽光発電の導入量（累積） 14,197ｋW 20,953ｋW 29,967ｋW 49,116ｋW 104,491ｋW

②低公害車

公用車への電気自動車等導
入数（延べ）
(電気・水素・PHV)

2台 10台 18台 54台 54台

充電ステーション数（延べ） 1ヶ所 40ヶ所 55ヶ所 61ヶ所 61ヶ所

③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 20件 21件

④都市緑化 植樹数 73,300本 91,752本 100,247本 65,724本 79,054本

⑤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 1,424,221人 1,662,698人

エコライフステージ参加
団体数 93団体 94団体 103団体 87団体 103団体

⑥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 232,331人 232,494人

北九州市環境首都検定受験
者数 830人 1,058人 1,879人 2,024人 2,142人

⑦国際協力 国際研修受入人数 439人 402人 431人 421人 394人
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団体名
氏　名 取組名 目　的 平成25年度の取組内容

株式会社隠岐電工 節電 地球温暖化ストップ

•スイッチ全てに節電シールを貼付
•差込み取外し
•必要照明器具のみ点灯
•冷暖房の温度設定28℃、20℃
•夏は窓開け、冬は重着
•照明器具の清掃

岡垣町 岡垣町環境問題講演会
地球環境に配慮した地域社会を作るこ
とを目的に、今後も省エネへの取り組み
をより定着させ、地球環境に配慮した地
域社会を目指す

環境カウンセラーを講師に招き、誰もが気軽に楽しみながら取
り組める省エネや節電、エコライフ術などを紹介し、家庭や職
場での省エネ・エコをPR

株式会社
ヨシケイ小倉

地球環境汚染防止に意
識と行動を！

低炭素社会の実現に向け各自が何が出
来るかを考え行動し継続する。個人では
微力であるが、会社一体となって行動す
ることでお客様への輪を広げる

•生ゴミ処理機の継続利用
•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

協清株式会社

環境モデル都市取組事
例の情報発信
エコアクション21登録
申請中

環境モデル都市の推進に関する取組事
例を「環境首都レポート」としてまとめ、
情報発信することにより、低炭素社会づ
くりに役立てるとともに、本市の環境モ
デル都市として取組をアピールすること

•業務時間内のアイドリングストップ
•エコドライブの推進
•ボランティア活動内で入手した情報交換

NPO法人　グリー
ンワーク

園庭芝生化事業「北九
州みどりのじゅうたんプ
ロジェクト」

こどもの健康推進と体力向上
ヒートアイランド現象の緩和、飛砂防止
地域景観の向上
地域コミュニティの向上
環境教育の推進

保育所１１ヶ所、幼稚園　2ヶ所の園庭芝生化と環境教育を
実施

北九州市立大学 環境技術研究所による環
境技術研究の推進

①環境技術研究所は産学官連携のもと環境技術の研究を推
進した

•放射性物質汚染廃棄物・土壌等の保管技術「多機能盛土」の
多目的展開に関する実証研究

•加熱水蒸気を用いためっき樹脂リサイクルの実証研究
•海面埋立嵩上事業における浸出水の塩類・COD低減対策

に関する実証研究
•木質系バイオマスの効率化水素変換とクリーンエネルギー

への利用に関する研究
•超高出力LED型投光器の開発
•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
•中国慈渓市の河川水質の浄化
•タイ・新バイオディーゼルの合成法の開発
•石炭灰をコンクリート用混和材として活用する技術の開発
•石けんを主成分とした林野火災用の泡消火剤の開発
②環境技術研究の情報発信
•機関誌「環境『創』」第2号を発刊し、地元企業等に情報発信

した
•環境技術研究所HPで教員の研究シーズを発信した

TOTO株式会社 地球環境保全への取組

水まわりに携わる企業としての企業貢
献活動

「商品・サービス」「ものづくり」「社会貢
献」の、3つの貢献活動軸で環境への
取組を推進

「商品・サービス」
•国内での住宅における水まわり4部位（トイレ、お風呂、キッ

チン、洗面所）の主力商品使用時のCO2排出量を削減
•節水商品や節湯商品の開発により１990年度比でCO2排

出量45％削減目標に対して、48％削減を達成
「ものづくり」
•生産設備の改善や各拠点での省エネ活動推進
•高効率機器（空調機、照明器具、トランス）への更新や電力の

見える化システム導入拡大により、CO2排出量を削減。国内
では１990年度比4１％削減目標に対し4１.5％、海外は
原単位で2％向上に対し7.6％向上とそれぞれ達成

「社会貢献」
•TOTO水環境基金やTOTOどんぐりの森づくりなど、環境

に関わる社会貢献活動「グリーンボランティア」の推進
•社員の環境意識向上や社外ステークホルダーへの参加呼び

かけ
•グリーンボランティア参加人数は、目標35,000人に対し

38,800人と目標達成

2.  参考指標                                                                                                                                       
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【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）
	 【	48事業　約41億8千万円	】
	 	　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 な々場へ
の太陽光発電やLED照明の導入など、まち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）
	 【	43事業　約33億円	】
	 	　北九州スマートコミュニティ創造事業において実証事業を進めるとともに、新たなビジネスモデル
確立に向けた取組を進めた。また、グリーン成長の基盤となる市内の環境産業を支えるため、環境
技術の開発支援を進めた。

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）
	 【	18事業　約2億5千万円	】
	 	　総合的に学べる環境学習システムを推進するとともに、アジア太平洋地域のESD推進拠点が集
結した「アジア太平洋RCE会議」を開催するなどESD推進を柱に優れた環境人材の育成を図った。

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）
	 【	23事業　約9億円	】
	 	　市民環境力を高め、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
の支援を行うとともに、市民とともに環境施策を進めた。

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）
	 【	20事業　約2億3千万円	】
	 	　アジア低炭素化センターを核に、「北九州モデル」を活用したパッケージ型インフラの海外輸出を
推進した。さらに、OECDグリーンシティプログラムにおいて策定された「北九州レポート」を全世界に
情報発信し、都市ブランド確立と環境ビジネス促進に繋げた。

【決算額】  152事業、約89億円

3.  平成25年度環境モデル都市決算について                                                                           
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。
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。
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