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第 1 章 ■ はじめに

章 はじめに

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

［推進体制］

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。

北九州市環境モデル都市
地域推進会議

近隣自治体
九州内自治体
国外環境都市

「環境未来都市」構想推進協議会
〈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

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

アクションプランの策定、推進、
プロジェクトの実施

関係省庁
政府関係機関等
都道府県
市区町村

「環境モデル都市 九州・沖縄3都市連合」会議

北九州市環境モデル都市
庁内推進本部
庁内推進会議
環境モデル都市国際セミナー

平成20年12月14日

本部長／市長
副本部長／副市長

プロジェクトチーム
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

北橋会長が麻生総理に宣言文を手渡す
平成20年12月14日

「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 200 団体）。 会長：北九州市長
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世界の環境首都の創造の背景と趣旨
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」
（P22 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。

第

2

第 2 章 ■ 北九州市環境モデル都市行動計画の概要

北九州市環境モデル都市
章
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。
なお、本計画は平成 25 年度末をもって「第 1 期」
の取組が終了したことから、平成 26 年度から平成
30 年度までの「次期」行動計画を平成 26 年 3月に
策定しました。

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、
ゆすはら

檮原町（高知県）、宮古島市、千代田区

• 平成25年3月25日選定
み た け

つくば市、新潟市、御嵩町（岐阜県）、
にしあわくら

神戸市、尼崎市、西粟倉村（岡山県）、松山市

• 平成26年3月7日選定

ニセコ町（北海道）、生駒市、小国町（熊本県）

第2回プラチナ大賞及び経済産業大臣賞を受賞！

福田内閣総理大臣（右）
から環境モデル都市認定証を
受け取る北橋市長（左）
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OECD（経済協力開発機構）
より
「グリーン成長都市」
に
アジアで初めて選定される

平成 26 年 7 月22日、プラチナ構想ネットワーク（会長 :
今回、本市の提案が、「プラチナ社会」のモデル体現、
元東京大学総長 小宮山 宏 氏）が主催する第 2 回プラ 実現という観点において、応募団体の中で最も優れてい
チナ大賞の最終審査において、本市から提案した「都市 る取り組みと評価されるとともに、社会の課題を解決する
間連携を通じたアジアのグリーンシティ創造」が、「大賞」 革新的なビジネ
及び「経済産業大臣賞」を受賞しました。
スモ デルとして
プラチナ大賞は、イノベーションによる新産業の創出やア 先進的な取り組
イディア溢れる方策などにより、社会や地域の課題を解決し みであると評 価
ている自治体や企業などの優れた取り組みに与えられます。 されました。
最終審査では、応募総数 58 件から1 次審査を通過し
た 10 件の取組みについて、各団体がプレゼンテーション
を行い、本市からは北橋市長が出席し、プレゼンテーショ
第2回プラチナ大賞表彰式
ンを行いました。
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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。

（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、
（2）基本方針
産業都市の特性を活かしアジアを中心に海外での
低炭素社会づくりは、都市構造・産業構造・市民生
環境技術移転を進め、アジア地域で 2,340 万トン
活など
「まちのカタチ」
全てを包含する社会変革です。 （本市排出量の 150％相当）削減、合計で 3,170
その取組にあたっては、
これまでの都市の成り立ち、 万トン（200％相当）を削減することを目標として
基盤・特徴や、社会情勢に応じた都市のあり方を踏
います。
まえたものとすることが、当該取組を持続可能なも
（4）温室効果ガス削減に向けた取組
のとするために重要になります。
取組にあたっては、
「ストック型社会の構築」という
そのために、次の三つの考え方
（柱）
を基本におき、
理念、基本方針にある
「産業都市」
「少子高齢化社会」
施策を立案、実行していきます。
「アジア交流」に関する3つの考え方を念頭に、5つ
■「産業都市としての低炭素社会のあり方」
の行動（取組方針）を進めます。
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。
北九州市環境モデル都市行動計画

基盤づくり

【基準年 2005年】
CO2排出量
1,630万㌧

2030年
削減目標

本格的社会変革への挑戦

北九州市域
30％
（530万㌧）

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
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2050年
削減目標

新しい価値観・文化の定着

北九州市域
アジア地域
合

計

50％ （830万㌧）
150％（2,340万㌧）
200％（3,170万㌧）

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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章 環境首都創造への取り組み
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〜
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。

平成24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（2005 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24年度の取組＞
平成24年度は、参画企業とともに国に提案し採
択を受けた26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25年度の取組＞
平成25年度は、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
ジメント誘導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 24 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、
先進街区のまちづくりを進めるための基本指針として、
「まちづくりガイドライン」を策定しました。このガ
イドラインにおいて、エコ住宅、エネルギーマネジメ
ントやタウンマネジメントなど、まちづくりの中で取
組むべき最高水準を示しました。
また、UR 都市機構が、国土交通大臣より城野
駅北土地区画整理事業の事業認可を受け、実施設
計や埋蔵文化財調査を行いました。

5

環境首都レポート

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、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）
の普及
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・PHV については、平成 24 年度までで 52 台
導入しています。また、燃料電池自動車についてもト
ヨタ自動車㈱・ホンダ技研工業㈱から実験的に各 1
台導入しています。今後の目標として、平成 28 年度
までに次世代自動車を市内 6,000 台の普及を目指し
ています。
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 24 年度は区役所
等の 4 箇所に急速充電器を設置しました。
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61 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。
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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、平成 24 年度は、75 社、延べ 3 万 6
千人の参加があり、約 120トンの CO2 を削減しま
した。

性や生態系の仕組みを学べる魅力ある自然環境学
習拠点です。ビオトープ内には 500 種類を超える生
物が確認され、なかでも猛禽類の「チュウヒ」や「ベッ
コウトンボ」など希少種も生息しています。
併設のネイチャーセンターでは、響灘ビオトープに
生息する生きものや当園のなりたちを、パネルなど
で分かりやすく展示しており、見どころの最新情報
もお知らせしています。

響灘ビオトープ

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 24 年度は、40 社が参加し、プロジェクトを
推進した結果、216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
•EV等導入及び充電インフラ整備助成（EV等53
台、倍速充電器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11回）
を実施
•小学生向けのEV教室（計2回）
の実施

4.響灘ビオトープ
本市では、環境未来都市にふさわしい「都市と自
然との共生するまち」を目指し、「響灘・鳥がさえず
る緑の回廊創成事業」を進めています。
その中核的な取組みとして、響灘地区にある廃棄
物処分場跡地に、自然創成となる日本最大級の広
さ約 41ha の響灘ビオトープが誕生しました。平成
25 年 10 月に開園 1 周年を迎え、1 年間で約 3 万
6 千人の方が来園されました。
市民が自然とふれあいながら生物多様性の重要

ネイチャーセンター

響灘ビオトープの入園者が5万人を突破！
平成24年10月にオープンした「北九州市響灘ビオトープ」
が開園から1 年 9ヶ月の平成 26 年 7 月4日に来園者が 5
万人を突破しました。
5 万人目となる来園者は、福岡県立大翔館高等学校
二年生の皆さんで、北九州市響灘ビオトープより記念品が
贈られ、ていたんと記念撮影を行いました。
5万人達成セレモニーの様子
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「太陽光発電所の運用開始」
と
「出張教室の開催」/ 西部ガス㈱ 北九州支社

エネルギーマネジメントシステムの構築による消費電力の削減 / ㈱ 安川電機

当社は、平成 24 年度に再生可能エネルギー事業を担う
「エネ・シード株式会社」を設立し（西部ガス100％出資）、
太陽光発電事業に参入しました。平成24年12月に「エネ・
シード北九州太陽光発電所」（1.8MW）、平成 25 年 7 月
に「エネ・シード響南太陽光発電所」
（1.7MW）の運転を
開始しました。さらに平成 26 年には、市内 2ヶ所で新たな
太陽光発電所（2.3MWと20.5MW）が稼働する予定です。
太陽光発電は自然環境にやさしい発電システムです。
例えば、「エネ・シード北九州太陽光発電所」によるCO2
の削減効果は 1 年当たり約 1,300t ※ 1 で、これは森林面積
に換算すると約 360ha 分※ 2（敷地面積
の170 倍）のCO2 吸収量に相当します。
今後も太陽光発電事業により、エネル
ギーセキュリティ向上（分散化・多様化）、
環境負荷低減、地域活性化に貢献して
いきたいと考えています。

エネルギーマネジメントシステムを自社で構築し、全て
の事業所およびテナントの使用電力を「見せる化」するこ
とにより、ピーク電力の抑制と省エネ活動の活性化に取り
組んでいます。
全事業所に電力計を設置して、本社のサーバーで電力
使用状況を一元管理しており、一部の設備については自
動制御を行っています。また、使用電力が設定したピーク
電力に近づくと、自動的に電子メールによる通知や自動放
送を行うことにより、空調や設備の電源を落とすなどの省
エネ活動を行っています。
このシステムでは、全社員が各自のパソコン上で各事
業所のリアルタイムの電力使用量やその内訳、過去の推
移グラフなども確認できるほか、使用電力の将来予測や

また当社では、小学校 4 〜 6 年生を対象として、環境
を主なテーマとした出張教室を開催しています。平成 19
年度に開始してから24 年度までの間に、累計で 68 校・
170クラスで開催しました。
「環境」、「安全」、「燃料電池」の3つのテーマを柱に、
実験や子どもたちが自ら考えることを中心とした内容として
おり、子ども達は退屈することなく、興味を持って話を聞
いてくれています。これからも出張教室を継続することで、
次世代の地球を守る子ども達に環境について考えるきっか
けを提供し、地域貢献を実践していきたいと考えています。

エネ・シード響南太陽光発電所
※１
※２

省エネ装置導入による削減効果のシミュレーションを行うこ
とも可能です。
エネルギーマネジメントシステムの導入により、無駄の
気付きと削減効果の実感が可能となり、従業員全員参加
による省エネ活動を推進することができ、2012 年度はピー
ク電力を 2010 年度比で 17％抑制することができました。
2013 年 9 月に竣工したロボット第 2 工場では、電力計
の設置箇所を大幅に増やすとともに、エントランスにサイネー
ジを設置して電力の使用状況を表示する予定です。今後
は自動制御できる設備をさらに増やすとともに、水やガス
の使用量についても「見せる化」を進めていきたいと考え
ています。

出張教室

CO2 削減効果は 20 年間平均した年間想定発電量（kWh）× 0.69kg-CO2/kWh
森林面積換算は、森林１㎡当たりの吸収量 0.3571kg-CO2/㎡

エネルギーマネジメントシステムの表示画面

埋立地の緑化事業 / ひびき灘開発㈱
当社では、カンガルーの糞にトマトのわき芽や街路樹の
剪定枝を混ぜ合わせて堆肥を作り、その堆肥と種から育
てたドングリの苗木を埋立地に植樹する緑化事業に取り組
んでいます。
ひびき動物ワールドでは、約 250 頭のカンガルーから発
生する年間50万トンの糞を焼却工場に持ち込んでいました。
また、響灘菜園ではトマトの生産過程で発生する茎やわ
き芽が年間 2,000トン発生しており、これも焼却処分され
ていました。
試行錯誤を重ねた結果、焼却処分によりCO2 を排出し
ていたこれらの廃棄物を活用して堆肥を作ることに成功し、
堆肥作りから苗木の生産、植樹までの一連の緑化プロセ
スを地域内で行う「みどりの地産・地消」を実現しました。
育苗から植樹までの一部の作業を地元の知的障害者施
設や精神障害者施設に委託し、自立支援の場を提供して
いることも、当社の緑化事業の大きな特徴です。
また、北九州市が誘致に力を入れている環境修学旅行
の児童・生徒を受け入れ、堆肥の生産の見学や植樹の
体験を通じて、CO2 削減の重要性を伝えています。平成
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24 年度には 581 名の児童・生徒が訪れ、650 本の植樹
を行いました。
平成 19 年度から24 年度までの間に、累計で 6 万 6 千
本の植樹を行いました。今後はさらに本数を増やし、年
間 1 万 5 千〜 2 万本の植樹に取り組んでいきたいと考えて
います。
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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、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24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。
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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推進し、
省エネ設備導入拡大を図りしました。
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
24 年度は、平成 24 年 1 月に設立した「北九州市
太陽光発電普及促進協議会」において、産業界へ
の太陽光発電設備を促進しました。

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。

2.市 役所・環境エネルギープロジェクト推
進事業
省エネルギー・節電を推進するため、全庁的な
体制として平成 23 年 6 月から「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、空調時間の削減等を実施してきました。
引き紐スイッチは、会議等での離席時や退庁時に、
照明器具1つ1つの単位でオン／オフできるようになり、
本庁舎、区役所、出張所、ムーブ、アシスト21 な
どの施設に設置しました。
電力見える化装置は、電力使用量を監視するこ
とができ、効率的な節電を可能にします。本庁舎、
区役所、
アシスト21、児童文化科学館、教育センター
など14 施設に設置しました。

引き紐スイッチ

電力見える化装置

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24年度は、
平成 23 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 24 年度には、エコアクショ
ン21 の市内取得事業者数が 138 社（全国都市別ラ
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木材・プラスチック再生複合材「エコMウッド」/ ㈱エコウッド

廃棄物の混合調整による使用燃料の削減 / アサヒプリテック㈱北九州事業所

当社では、木材とプラスチックの再生複合材である「エ
コMウッド」の製造・販売を行っています。
「エコMウッド」は、廃木材を粉体化し、それに廃プラ
スチック等を配合して溶融成型した建材で、原材料はほぼ
100％リサイクル素材です。また、使用後に再粉砕して同
じ製品に再生可能であるという点でも、環境にやさしい製
品です。
環境にやさしいだけでなく、とげ、ささくれが発生しない
ことや、風雨に晒されても腐食しにくく、天然木材に比べ
て強度や美しさが長持ちすることなど、性能が優れている
ことも評価され、市内では到津の森公園やグリーンパーク
などで使われているほか、東京スカイツリーやラゾーナ川崎

当事業所では、汚泥、医療系廃棄物、廃油、廃プラスチッ
ク等の産業廃棄物の焼却処理を行っており、これらの廃棄
物を焼却する際の燃料を削減する活動に取り組んでいます。
廃棄物を先入れ先出しで炉に投入していくとカロリーが
安定しないため、燃料の重油を使いすぎたり、燃えすぎた
りしてしまいます。そこで、これらの廃棄物を焼却炉に投入
する前に混合調整を行うことにより、カロリー調整を行って
います。
例えば、廃油は非常にカロリーが高いため、あまり燃え
ない無機物を焼却する際に廃油を混合することによって燃
焼しやすくして、焼却に要する燃料を削減できます。
当初は工場内だけで調整をしていましたが、現在は持
ち込まれる廃棄物の調整も併せて行う体制を整えています。
また、平成 21 〜 24 年度に本社の研究開発部のスタッフ
が常駐して実験データをとり、混合の組み合わせについて
データベース化を進めたことにより、燃料の使用量がさらに
安定するようになりました。

など全国各地でボードウォーク、デッキ、ルーバー、ベンチ
等に幅広く利用されています。また、欧米を中心に輸出も
しており、フランスのシャルルドゴール空港の送迎デッキなど
にも採用されています。
平成 24 年 5 月には、創業 10 周年の記念商品として、よ
り美しい木質感を持たせた商品のほか、軽量化、遮熱性、
不燃性など様々な機能を付加した商品を「木心」シリーズと
して発売しました。
今後も「エコMウッド」の良さをより多くの方々に知ってい
ただき普及させることによって、循環型社会の推進に貢献
していきたいと考えています。

グリーンパークの施行例

新商品の
「木彫」
（左）
と
「活木」
（右）

省エネとリサイクルの推進 / 日本資源流通㈱
当社では、省エネの推進とリサイクルの推進に取り組ん
でいます。
工場や事務所に電力使用状況を確認できるシステムを
導入しており、目標電力を超えそうになると警報が鳴り、各
部署の責任者にメールが送信される仕組みになっています。
警報が鳴ると、消灯したり空調の電源を落とすなどして、
省エネ活動に取り組んでいます。
また、工場で使用していた水銀灯を無電極ランプに変
更したほか、本社工場とプラスチック資源化センターの屋
根に太陽光発電システムを設置しており、本社の使用電
力の1 割程度は太陽光発電で賄っています。
運搬車両には、GPSと無線を使用した運行情報システ
ムを導入しています。ブレーキ、発進、スピードなどの運転
履歴を車両ごとに記録し、省エネ運転や安全を意識した
運転をするよう指導することにより、使用燃料の削減に努
めています。

リサイクルの推進については、社員の各家庭で出たペッ
トボトルや布、古紙などを当社に持ち寄って当社のリサイ
クル事業の流れに乗せ、ゴミの減量を図っています。また、
市民向けのリサイクル啓蒙活動として、工場に見学者用の
通路を設け、工場見学を積極的に受け入れています。
今後も取り組みを継続して、従業員の省エネに対する
意識の向上を図り、環境への負荷を軽減したいと考えてい
ます。

また、ゴミそのものを減らすことが大事であると考え、廃
棄物を入れている段ボールやドラム缶などの容器については、
できるだけ当社で再利用したり、リサイクルに回すようにし
ています。
今後もこのような取り組みを継続して CO2 の削減に貢献
するとともに、将来的には、焼却灰のリサイクルや廃熱利
用が可能な設備に更新することも検討したいと考えています。

北九州工場焼却プラント

孔拡散技術による省エネ分離技術の開発 / ㈱セパシグマ
当社では世界で最も新しい分離技術である「孔拡散技
孔拡散技術が普及すれば、私たちの生活を支えている
術」を開発し（国際特許取得）、医薬品や工業用水を低 蒸留、精製工場でエネルギーコストが大幅に削減され、
コストに製造できる膜分離装置を販売しています。
持続可能な社会を子孫に引き継ぐことができます。
従来の分離方法は、熱による蒸留や、高圧力による膜
分離精製が主流です。その結果、多くの化石燃料を使用し、
しかも商品の価格は高くなりがちでした。
孔拡散技術は全く新しい省エネルギー型膜分離技術で
す。私たちは日常生活で砂や小麦粉をふるう時、圧力を
かけずにやさしくふるいます。孔拡散技術もそれと同じよう
に膜面に加圧することなくやさしい条件で分離します。目詰
まりが起こりにくく膜が長持ちするうえ、消費するエネルギー
が大幅に少ないというメリットがあります。また、従来の膜
ろ過では分離が難しかった物質の分離も可能になります。
一方で、最適な条件を見つけるためには長い時間を要し
ました。
現在、当社の製品は化粧品の製造工程や工場排水の
処理などに採用されています。今後は医薬品、飲料水な
どでも実績を積むとともに、東南アジア、そして世界へ広
北九州工場焼却プラント
がる予定です。

本社外観
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3. 環境が人を育む

「完全リサイクル化」
と
「ゼロエミッション」の追求 / 光和精鉱㈱
当社では、製鉄集塵ダストの再資源化や重金属類の分
離・回収を中心としたリサイクル事業を行っており、「完全
リサイクル化」と「ゼロエミッション」を追求しています。
高炉から出た製鉄集塵ダストを廃液、廃油、汚泥など
の廃棄物と混合して焼却し、製鉄ペレット原料やセメント
原料を製造しており、製鉄ペレット原料の製造工程では、
当社独自の技術である「塩化揮発法」を用いて、亜鉛や
銅などの重金属を分離・回収して再資源化しています。
また、一般廃棄物焼却施設より発生する飛灰からも金
属類を回収し、残った灰は製鉄ペレットの原料として使用
しています。
これらの一連の工程を通じて、処理物を完全無害化す
るとともに、リサイクル化、資源再生利用を実現して埋立

処分のないクローズドシステムを確立している点が、当社
のリサイクル事業の特徴です。
また、環境省のエコアクション 21 の認定を受けており、
その活動の一環として、電力使用量の大きな設備にインバー
タ方式を導入して消費電力を大幅に削減したほか、購入
エネルギーの削減のため、廃棄物となったコークスや廃油
を使用する取り組みも行っています。
今後も、廃棄物処理と資源再生利用を通じて、循環型
社会の構築に貢献していきたいと考えています。

〜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。

平成24年度の取組事例
1.まなびとESDステーション
（1）概要

戸畑製造所

産廃焼却設備

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ます。

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 24 年度は、小学生向けの「ジュニア編」と中
学生以上向けの「一般編」に加え、更に高いレベル
を目指した「上級編」を新たに設置しました。また、
会場ではなく各小学校で授業の一環として検定を受
検できる「小学校受検」の取組みもはじめ、10 校
537 人が受検し、会場受検者と合わせると、受検
者数は過去最高の 2,024 人になりました。

（2）現在の取組状況

平 成 25 年 3 月 17 日に市 長、 北九州 ESD 協 議
会代表、協力機関の企業・団体、市内 10 大学学
長などが出席の中、
オープンセレモニーを開催しました。
その後の市民フォーラムでは、
クリエイティブディレクター
の箭内道彦氏をゲストに、CM 界のトップランナーに
学ぶ『キタキューのこれからを考えるヒント』
と題して、
基調講演を開催しました。
小学校受検の様子
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「竹林整備」
と
「菜の花の育成・収穫」/北九州グリーンヘルパーの会
北九州グリーンヘルパーの会では、『自然環境保全（未
来に美しい豊かな自然を残し育てる）』を目的として、「竹
林整備」と「菜の花の育成・収穫」を中心に活動を行って
います。
小倉南区の合馬地区では、荒廃した竹林が拡大してい
ます。そこで、少しでも地域の里山を復元したいと考え、
竹林の整備に取り組んでいます。2.3haの竹林を借り、0.6ha
については 3 年間かけて竹を間伐して整備し、春には会
員で楽しみながら筍を収穫しています。現在、残りのエリ
アで竹を全伐して雑木林を復元しようと考えており、少し
ずつ整備を進めています。
伐採した竹は、ドラム缶を使った手作り窯での竹炭作り

のほか、夏・冬に子どもたちを対象とした竹細工教室、
夏休み期間中は「そうめん流しや水鉄砲作り」 講座、12
月は「正月飾りのミニ門松を作り」講座を開催し、参加者
と共に自然環境保全の大切さを楽しく学びながら活用して
います。
「菜の花の育成・収穫」については、約 300 坪の休耕
田を借りて菜の花を栽培し、収穫した菜種で純正菜種油
を作っています。また、一般市民を対象に搾油体験の教
室を開催し、実習後には菜種油を使って料理を作る昼食
会も実施しています。
今後も、会員が楽しみながら無理せず気軽に参加でき
るような活動を地道に継続していきたいと考えています。

竹の伐採・運搬作業

菜種の搾油体験

グリーンフロンティア表彰
低炭素社会の実現に向け、他の模範となるような取組
みをれた方を顕彰し、環境活動に対する市民や事業者の
関心・意欲を高めることを目的に、グリーンフロンティア表
彰を行っています。
平成 26 年 5 月26日、第 2 回の表彰式が開催され、以
下 5 の団体・個人の方が受賞されました。
【表彰者】
・市民の市民による市民のための太陽光発電所の建設を
支援する会
・西日本ペットボトルリサイクル株式会社
・株式会社北九州銀行
・福岡県立北九州高等学校 魚部
・響灘ビオトープチーフガイド 岩本 光徳 氏
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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。

平成24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。
シンボル事業「エコライフステージ 2012」では、
87 団体、15 万 6 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、
日本青年会議所全国会員大会「地域活性たからい
ち」をはじめ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、フード
マイレージの表示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。

2.まちなか避暑地・まちなか暖ラン♪

（1）まちなか避暑地

夏季 :7 月 2 日（月）〜 9 月 7 日（金）の平日
13 時〜 17 時
商店街など 146 店舗、公共施設 237 施設の合
計 383 店舗・施設が参加しました。
公共施設を 10 回利用した際の特典であったソー
ラーパネル付 LEDライトは約 9 千個の交換がありま
した。

（2）まちなか暖ラン♪

冬季 :12 月1 日（土）〜 3 月31 日（日）の
17 時〜 20 時
飲食店等 86 店舗が参加しました。

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。

表彰式の様子
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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〜

清掃活動とリサイクル活動の推進 /中井校区まちづくり協議会
中井校区まちづくり協議会では、「美しいふる里 なか
いの創造」をスローガンに掲げ、清掃活動とリサイクル活
動に取り組んでいます。
主な清掃活動としては、6 月に「大人も子どもも一斉ゴミ
拾い大作戦」、11月には境川の清掃活動を実施しています。
清掃活動で拾ったゴミの運搬には、以前は自動車を使用
していましたが、健康づくりの推進や環境負荷の軽減のた
めに、リヤカーを購入しました。リヤカーは小回りが利くの
で大変評判が良く、清掃活動以外にも様々な場面で活躍
しています。清掃活動には親子連れで参加する人が多く、
親子のふれ合いや地域での子どもの見守りにもつながって
います。

清掃活動

リサイクル活動については、5月の子ども祭り、7月のサマー
ナイトフェスティバル、11 月のふれあい文化祭に合わせて、
家庭で不要になった食器、洋服、おもちゃなどを集めて販
売するリサイクルバザーを開催しています。リサイクルバザーは、
地域の人たちが触れ合い、知らない人同士が会話をするきっ
かけにもなっています。最近は、リサイクル品の回収拠点を
増やして持参しやすくしたことや、回収する回数を増やした
ことにより、以前より品物が多く集まるようになりました。
今後も、清掃活動やリサイクル活動を継続することによって、
地域の人たちの触れ合いの場を設け、コミュニティの活性
化につなげていきたいと考えています。

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。

平成24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。

リサイクルバザー

（2）アジアにおける環境ビジネス実績

ア. 中国
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」を実施しました。また、環境
省事業を活用し、㈱エコマテリアルと共同で天津子
牙循環経済産業区において、廃プラスチックリサイク
ルのモデル工場及びリサイクル団地の整備に向けた
実現可能性調査を実施しました。
平成 24 年度は、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「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
•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

イ. 活動内容
平成 24 年度は、国等からの調査受託事業などを
活用して、地元企業とともに各種の事業実現可能
性調査を行いました。
その他の取り組みとして、新興国の各都市におい
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、本市の都市環境行政のノウハウ等を体系
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。
今後は、「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都市環境インフラの
海外輸出を進めていきます。
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•E-Waste（電気電子機器廃棄物）
リサイクル事業
本市は 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平成
25 年度より開始されることとなりました。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. インドネシア
本市とインドネシア・スラバヤ市は、平成 9 年の
アジア環境都市ネットワーク構築時から連携を図っ
ており、平成 16 年には市民参加型「生ゴミのコン
ポスト化協力事業」により、スラバヤ市の廃棄物量
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の 32% 削減を達成しました。以来両市は着実に友
好関係を築き、平成 23 年 3 月に「戦略的環境パー
トナーシップ共同声明」
の署名、平成 24 年 11月には、
両市の発展に効果的かつ相互利益を拡大するため、
低炭素社会づくり、資源循環の仕組みづくり、両市
職員の人材育成などについての協力関係構築を目指
し、「環境姉妹都市提携に関する覚書」を締結しま
した。
本覚書を基に、今後は、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
ます。

平成24年11月 環境姉妹都市を締結

（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）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
を実施しています。
ア. 国際研修事業
KITA では、JICA 研修 44コース（環境管理研修
9コース、水資源・処理研修 7コース、生産技術・
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設備保全研修9コース、省・新エネルギー研修11コー
ス、職業訓練研修等 8コース）、環境・省エネ経営
者セミナー等 7コース、計 51コースを実施し、研修
員 421 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 24 年度はコミュニティ排水処理
施設等について専門家を派遣し、技術支援を行い
ました。あわせてスラバヤ市技術者に対し、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家庭用
コンポスト、コンポストセンターの技術・運営支援、
企業・大学等のコンポストを核とした廃棄物管理に
関する専門家を派遣し、技術支援を行いました。
•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、
IGESと協 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。
•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、望ましい収集システムを検討しています。

（5）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。また、北九州市アジア低炭素化センター
の構成団体として、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
よる国際研修講師の派遣等も行っています。
ア. 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、過去 3 年間、3 回の環境的に持続可能な
都市（ESC）ハイレベルセミナーが開催され、北九
州アーバンセンター（以下、KUC）が事務局を務め
ました。2013 年 3 月には、第 4 回 ESC ハイレベル
セミナーをベトナム・ハノイで開催しました。15 カ
国中央政府、21 地方政府、29 国際機関、NGO、
研究機関、民間企業等、約 200 名が参加し、先
進都市の経験共有の場を提供するとともに、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、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。

るとともに、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。
また、北九州市やその他の都市で計画又は実行
中の低炭素施策を整理して、海外の地方政府職員
を対象とする自治体低炭素都市計画のための研修
モジュールを作成しました。
ウ. アジア地域等における3R政策の策定支援
マレーシアにおける食品廃棄物管理戦略及び、ベ
トナムにおける 3R 行動プログラムの策定支援を行
い、両国の戦略に対する提言をまとめ、中央政府
に提出しました。また、JICA 技術協力プロジェクト
として、北九州国際技術協力協会（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
実施しました。
エ. アジア諸都市における堆肥化を中心とした廃棄
物管理モデルの普及・拡大
アジア6カ国（インド、
スリランカ、
バングラディシュ、
タイ、インドネシア、中国）において大規模コンポス
ト事業を推進するための施策について、中央政府担
当者や関係者を招聘してワークショップを各国で開催
し、研究成果をとりまとめました。北九州市及び北
九州国際技術協力協会（KITA）と連携し、インドネ
シア・スラバヤ市で成功した住民参加型コンポスト
（堆
肥）化推進モデルを、フィリピン、マレーシア、ネパー
ル等のアジアの他都市へ普及、展開する活動を行
いました。
JICA 九州と連携し、アジア諸都市の担当者を招
聘したフォローアップセミナーの開催や、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。
また、 先 行してコンポスト事 業を実 践している
都市の経験を共有するプラットフォーム、「Kita-Q
コンポスト・ネットワーク」WEB（http://kitaqcompost.net/）を、新たにIGES 北九州アーバン
センターのホームページ上に開設しました。

イ. アジア地域における低炭素都市づくりの支援
地方政府に温室効果ガス排出削減計画の策定が
求められているインドネシア、タイ、ベトナムの政府
職員を対象に、3 週間の研修をJICA 九州で実施す
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国際研修・環境国際協力事業
アジア低炭素化センターが様々な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 146
カ国 7,059 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 24
年度には、インドネシアとマレーシアで、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。

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24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24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。
現地指導の様子

独立行政法人国際協力機構（JICA）
との連携
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、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本市に
JICA 九州国際センター（KIC）が開所し、年間 700 名に
のぼる研修員の受入れ、海外ボランティアや技術専門家
の募集、国際協力に関する情報提供などを行っています。
本市は、研修コースへの講師派遣や施設への見学受入
などを積極的に行うとともに、地域の特徴を活かした新た
な研修の開設、JICA の制度を利用した環境国際協力事
業の実施など、多様な連携を実施しています。
平成 25 年 2 月には、従来からの協力関係のさらなる推
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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。

（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

平成25年2月 JICA連携協定締結

OECDグリーンシティプログラム
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。
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平成23年6月、本市にはこのグリーン成長都市の一つと
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。
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環境モデル都市における平成24年度の取組の評価結果

出典:内閣官房 地域活性化統合事務局

C:地域活力の創出

人口 : 96.7万人、世帯数 : 42.5万世帯（平成25年3月末現在）
就業人口 49万人（平成21年度）、市内GDP : 3.4兆円（平成22年度）
面積 : 489.6万㎢（うち森林面積187万㎢）

北九州市

平 成 24 年 度 の 取 組 の 総 括

5

A：取組の進捗

平成 24 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、すべての事業を確実に推進している。主要な取組として、

5

スマートコミュニティ創造事業では、電力の需給状況に応じて一時的

4

E：取組の
普及・展開

に電気料金を変動させるダイナミックプライシングなどの社会実証を
本格的に開始した。また、アジア低炭素化センターを中心に、海外

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1

への中小企業の環境ビジネス展開を支援するとともに、環境分野で

0

の相互協力を進めるためインドネシア・スラバヤ市と「環境姉妹都市」

• 北九州スマートコミュニティ創造事業において、ダイナミックプライ
シングの実証などにより、
まちの住民や企業の需要家によるエネル

大級の広さを有する響灘ビオトープが完成した。また、これらの取組

•アジア低炭素化センターの協力により、北九州スマートコミュニティ

取組の普及・展開が進むなど大きな成果を創出した。

D：地域のアイデア
・市民力

C：地域活量
の創出

評点

取組数

点数

評価指数

a）追加/前倒し/深堀り

2

17

34

b）
ほぼ計画通り

1

53

53

c）予定より遅れ/予定量に達せず
d）取り組んでいない

0

0

0

-1

0

0

計

①

70

②

算定式:
②/①
*100

87

124

評価区分
5

130〜

4

110〜

3

90〜109

2

70〜89

1

〜69

（特記事項）
•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24年度は、追加・前倒し・深掘りを行ったものが17（24％）、計画

定の締結するなど、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。
また、本市に蓄積さ

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。

れた都市環境インフラに係る技術や行政ノウハウなどを体系的に整

に応じて一時的に電気料金を変動させるダイナミックプライシング

•響灘地区にある廃棄物処分場跡地に、市民が生物多様性に配慮し

• 北九州スマートコミュニティ創造事業においては、電力の需給状況
などの社会実証を本格的に開始した。

•アジア低炭素化センターにおいて、インドネシア・スラバヤ市との環
境姉妹都市締結、独立行政法人国際協力機構（JICA）
との連携協

理した
「北九州モデル」
を作成した。

ながら自然とふれあえる魅力ある自然環境学習拠点として、
日本最
大級の広さ
（41ヘクタール）
を有する響灘ビオトープが完成した。

【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%

•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

場におけるスマートコミュニティ等の事業可能性調査）」
を地元企業

寄与した。
（ 立地企業数（延べ）30社、H24投資額17億円、H24関

24年度インフラ・システム輸出促進調査等委託事業（グローバル市

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
連企業雇用者数1,389人）

• 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

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

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

•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

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
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、

5

【参考指標】

環境首都検定 受検者数
エコライフステージ 出展団体数
エコライフステージ 参加者数
ＮＰＯ主体の空き缶回収量
町内会・子ども会の古紙回収量
ビオトープ視察者数

2,024人
87団体
1,424,221人
243,111kg
28,708t
21,079人

自然環境保全活動参加数
まち美化活動参加者数
市民のエコドライブ参加者数
市民のノーマイカー参加者数
レジ袋削減枚数
市民植樹

36団体、2,000人
122,192人
30,297人
36,000人
1,187万枚
65,724本

（特記事項）
•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、24年度は2,000人（前年から200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。
ま
た
「上級編」
を新たに設立し、合格者がさらに環境への造詣を深めら
れるようになった。
• 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、142.4万人の市民等が参

加し
（前年から68.5万人増）、市民環境力の向上や情報交換の場と
して貢献した。
•響灘地区にある廃棄物処分場跡地に、市民が生物多様性に配慮し
ながら自然とふれあえる魅力ある自然環境学習拠点として、
日本最
大級の広さ
（４１ヘクタール）
を有する響灘ビオトープが完成した。
•事業者、
市民等との連携によるレジ袋の削減の取組み
（1,187万枚削
減）
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。

5

【参考指標】
小型電子機器回収個数(レアメタル)
国際研修

受入人数

スマートコミュニティ視察者数

57,000個 エネルギーパーク 視察者数
421人 CASBEE北九州

届出件数

19,232人
20件

5,427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

103,867人

水素タウン

視察者数

3,723人

インドネシア・スラバヤ市との環境姉妹都市締結
ＪＩＣＡとの連携協定の締結

（特記事項）

（特記事項）
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ガイドライン」
を策定した。

創造事業の海外輸出第1号として位置づけられる経済産業省「平成

E:取組の普及・展開

B:温室効果ガスの削減・吸収量 （平成23年度の評価結果）

4,600tのCO2削減に寄与した。

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。

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

•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

•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

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。

上回るペースで進捗している。

通、
タウンマネジメント等の幅広い分野において、
まちづくりのコンセ

D:地域のアイデア・市民力

【参考指標】
計画との比較

30社
17億円
1,389人
100%

プトを実現するために取組むべき最高水準等を示した「まちづくり

が受託するなど、地元企業による海外環境ビジネスを推進した。

A:施策進捗

エコタウン立地企業数（延べ）
エコタウン 投資額
エコタウン関連企業雇用者数
市のグリーン購入

•城野ゼロ・カーボン先進街区の形成に向けて、
エネルギー、住宅、交

ギーマネジメントへの積極的な参加につながった。

や関連施設に対し、国内外から数多くの視察者が本市を訪れており、

4

アジア低炭素化センター 企業との協議回数
565回
アジア低炭素化センターを中心とした技術輸出実績
国等からの事業採択件数
18件
事業規模
8.4億円
環境産業推進会議 登録数
526社、33団体
エコプレミアム選定数
2 件（延べ180件 ）
中小企業向け省エネ設備導入補助金額
１億９千万円

（特記事項）

を締結した。さらには、響灘地区にある廃棄物処分場跡地に日本最

4

【参考指標】

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

•アジア低炭素化センターにおいて、インドネシア・スラバヤ市との環
境姉妹都市締結、独立行政法人国際協力機構（JICA）
との連携協

定の締結するなど、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。
また、本市に蓄積さ

れた都市環境インフラに係る技術や行政ノウハウなどを体系的に整
理した
「北九州モデル」
を作成した。

•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65ヶ所に回収場所を設置するとともに、福

岡市・直方市と3者協定を締結している。24年度は引き続き実証実
験を行うとともに、小型家電リサイクル法が平成25年4月1日に施行

されるため、法律の主旨・目的に則した事業形態へのスムーズな移
行に向け、検討を行った。

•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
（421人）
こ
となどにより、取組の普及・展開がすすんだ。
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他都市の評価（総括部分のみ）

下川町

出典:内閣官房 地域活性化統合事務局

人口 : 3,559人、世帯数 : 1,808世帯（平成25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 24 年 度 の 取 組 の 総 括
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

た。

住宅機器対策の
「燃料電池システム設置費補助」
などを実施した。

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

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、
エコハ

C：地域活量
の創出

人口 : 16.8万人、世帯数 : 8.3万世帯（平成25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 24 年 度 の 取 組 の 総 括
順調に進捗している。

4

E：取組の
普及・展開

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

好調であったほか、一般家庭に設置された太陽光発電システムのCO2

削減効果をクレジット化する
「おひさまソーラーネット帯広」
を創設す

る等、
市民が主体となる取組が展開された。

取組の普及・展開については、行政や大学等の視察の受入れ、出前

環境教室の実施等の取組をすすめることができた。

D：地域のアイデア
・市民力

平 成 24 年 度 の 取 組 の 総 括
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C：地域活量
の創出

人口 : 5.3万人、世帯数 : 3万世帯（平成25年8月1日現在）
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0万㎢）

取組の進捗としては、
アクションプランで予定していた事業のうち、
一部検討を継続している事業はあるものの、全体として概ね計画通り
進んでいる。
温室効果ガス削減・吸収量は、
平成23年度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、大規模事業者と協力した取組
により、
大幅な削減実績を達成することができた。
また全国に先駆けた独自のモデルである温暖化配慮行動計画書制度
については、新たに任意提出者を対象とした環境配慮賞を創出し、
ソフト
面の底上げを図ることで、地域活力の創出へとつなげることができた。
地域のアイデア・市民力の面では、区内在住・在勤・在学者が地方の
市民と交流しながら植樹を行う環境学習を実施し、
自然保護意識を啓
発すると共に、温暖化対策へ貢献した。
また、大丸有地区のエリア内企
業と協力してエコ活動等を行うことで、
より幅広い参加を集い環境へ配
慮する意識や行動の促進につながった。
これらは全国的に先駆けた取
組となり、
大きな成果を創出している。

0

E：取組の
普及・展開

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

D：地域のアイデア
・市民力

A：取組の進捗
5
4

E：取組の
普及・展開

C：地域活量
の創出

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

D：地域のアイデア
・市民力

C：地域活量
の創出

人口 : 42.2万人、世帯数 : 16.8万世帯（平成25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 24 年 度 の 取 組 の 総 括

5

C：地域活量
の創出

人口 ： 10.5万人、世帯数 ： 3.8万世帯（平成25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557.4万㎢）

•今年度は、全量買取制度が始まり、再生可能エネルギーへの注目が
非常に高い年となった。
ビジネスとしての可能性が高まっているの
を受け、
これまでの検討の成果として、再生可能エネルギーを活か
して地域再投資を促す
「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」
を制定した。
•昨年度に引き続き、全国からの視察や問い合わせを多数受けた。
こ
れまでの取組みに加え、新条例にも、
その構築段階から注目が集ま
り、その適用が見込まれる中山間地域の住民による小水力発電に
も注目が集まっている。
•おひさま進歩エネルギー株式会社との協働の取組みも、全量買取
制度の開始に合わせて、工場等の大規模屋根を対象とした新制度
をスタートし、947.5kWの設置がなされた。
•一方で、熱の取組みや省エネの取組みについては、情報共有や合意
形成の段階であり、
これからの取組みの進展が望まれる。
•また、公共交通や乗り合いタクシーの利用者は増加傾向にはある
が、
まだ全体としては少数に留まっており、更なる対策が必要な状
況にある。料金見直しやフィーダ路線の試行等を予定している。

豊田市

A：取組の進捗

4

D：地域のアイデア
・市民力

平 成 24 年 度 の 取 組 の 総 括

5

地域活力の創出については、省エネ住宅建築の促進や未利用だった

年度はCEMSと連携した省エネ行動実験を行う。

飯田市

A：取組の進捗

平成24年度の取組は、計画通りまたは前倒しで実施しており、概ね

千代田区

1

22％を達成した。HEMS導入は国内最大級の2,500世帯となり、H25

D：地域のアイデア
・市民力

地域のアイデア・市民力については、町内会の防犯灯の省エネ化が

2

「 取 組 の 普 及・展 開 」では 、
「 横 浜 スマートシティプロジェクト

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

施設の建設、
公共交通機関の利用促進等の新たな取組がなされた。

2012」
において、国際アートイベントとして様々な環境技術の実証展

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3

（YSCP）」において、統合BEMSによるDR実証を行い、
ピークカット

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

バイオマスの活用を着実に進めてきたことに加え、大規模太陽光発電

「地域のアイデア・市民力」では、
「 スマートイルミネーション横浜

4

E：取組の
普及・展開

市民が一体となった取組ができた。

醸成することができた。

帯広市

の高評価住宅では住宅ローンが優遇されるようになった。

示を行い、
その中で企業や市民などの参加機会を設けることで産官学・

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

た。

5

「地域活力の創出」
では、金融機関との連携により、
「CASBEE横浜」

4

E：取組の
普及・展開

A：取組の進捗

「取組の進捗」
では、
全体的に順調に進んでおり、
施策の深堀りとして

5

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。

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

平 成 24 年 度 の 取 組 の 総 括

A：取組の進捗

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

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

横浜市

人口 : 369.4万人、世帯数 : 160.5万世帯（平成25年3月末現在）
就業人口170.3万人（平成22年度）、市内GDP : 12.6兆円（平成22年度）
面積 : 435.2㎢（うち森林面積39.6㎢）

平成24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、超小型電気自動車の共同利用や公共
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。

A：取組の進捗
5

E：取組の
普及・展開

4

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

D：地域のアイデア
・市民力

C：地域活量
の創出
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人口 : 42.1万人、世帯数:16.8万世帯（平成25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 24 年 度 の 取 組 の 総 括
等の中核をなす事業や家庭部門での事業を中心に、概ね計画通りに進

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

県との共同事業として事業化検討部会を立ち上げて構想が立てられ

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

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
さらには、環境モデル都市で掲げる取組みや方針をベースに高齢化

D：地域のアイデア
・市民力

C：地域活量
の創出

づき、
平成24年4月1日から、
2,000㎡以上の新増築の大規模建築物

水俣市

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

の新規事業の実施や、
エコ住宅建築や太陽光発電設置等への補助事
業も継続され、
相当の事業費が地域活力に繋がっている。

また市民参画の円卓会議での具体的な取組みによる市民力アップ、

ができた。

陽光発電の導入が大きく進んだ。

ら、
温室効果ガスも順調に削減できるものと思われる。

D：地域のアイデア
・市民力

C：地域活量
の創出

人口 : 84.1万人、世帯数 : 34.8万世帯（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 24 年 度 の 取 組 の 総 括
平成24年度においては、
これまでに整備した施策の運用、実施及び
既存事業の拡充などを実施した。
産業部門においては、大規模事業者の削減取組サポートや、
中小事
業者への環境ビジネスの取組認定など、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、
堺版コミュニティサイクルシステムにおけるサイ
クルポートの増設や、公用車EVカーシェアリングの実施により、過度の
自動車利用からの脱却や、
低公害車の普及促進が図られた。
民生部門においては、
「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・ハウスが実現される街区の形成が進み、平成
25年3月から分譲が開始された。
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」
の実現に向けた取り組みが着実に進められ
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て取り組みを進めることができた。

5
4

E：取組の
普及・展開

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

予定していた施策も、
ほぼ計画通りまたは深堀して進捗できたことか

•その他、
「平成の京町家」
のモデル住宅展示場
「KYOMO」
の開設など、

市

A：取組の進捗

環境モデル都市フェスタの開催等で内外への普及啓発も推進すること

電所
（2.1MW×2基）
や市民協働発電所
（3箇所）
の発電開始など、
太

C：地域活量
の創出

人口 : 2.7万人、世帯数 : 1.1万世帯（平成22年度国勢調査）
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㎢）

10％以上上回った。
さらに、
水垂埋立処分地におけるメガソーラー発

堺

D：地域のアイデア
・市民力

なかでも環境首都創造事業で、
ゼロカーボン産業団地をはじめ数々

助成件数が平成22年度の1.5倍以上ととなった平成23年度をさらに
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持している。
地域経済への資本投下も期待できる。

あたり、
それに伴うように様々な事業が展開された。
4

E：取組の
普及・展開

になり、
環境と経済の好循環の目が芽生え、
視察希望者は高水準を維

平成24年度は、本市の
「環境モデル都市づくり宣言」
から20周年に

5

に対し、地域産木材の利用、再生可能エネルギー利用設備の設置、

京都ならではの取組を推進した。

0

平 成 24 年 度 の 取 組 の 総 括

A：取組の進捗

• 平成22年10月に全部改正した
「京都市地球温暖化対策条例」
に基

•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

1

削減効果があった。

平 成 24 年 度 の 取 組 の 総 括

策の強化を図った。

2

④3/11震災以降、
再生可能エネルギーに対し熱い視線が注がれるよう

人口 : 147.0万人、世帯数:68.8万世帯（平成25年3月末現在）
有業者 : 72.8万人（平成24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。）

CASBEE京都による環境性能の表示の義務付けなど、
地球温暖化対

検討を行って、
一次破砕工程をオガ粉方式導入による検証により、
製

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3

助金の導入が増加傾向にあり、
既に導入した機器の利用が進みCO2

れる。

京都市

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

4

E：取組の
普及・展開

③CO2削減プロジェクトについても、
町独自の新エネルギー施設設置補

対策等を盛り込んだ、環境未来都市にも選定され、相乗効果が期待さ
しかしながら、CO2排出量の観点では増加傾向が続いており、特に

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

造量増加の方向性に目途が立った。

がっている。

産業・業務・家庭の部門での削減を図っていく必要がある。

5

た。

4

E：取組の
普及・展開

A：取組の進捗

①プロジェクトの柱事業の一つ
「風力発電施設の建設」
については、
高知

5

んでいる事業が大部分を占め、
進捗状況としては良好である。

クトシティ先進事例の世界5都市の一つになったほか、小水力発電所

平 成 24 年 度 の 取 組 の 総 括

A：取組の進捗

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

こうした着実な取組みと実績が評価され、OECDが選出するコンパ

梼原町

人口 : 3,750人、世帯数 : 1,764世帯（平成25年3月末現在）
就業人口2,075人（平成22年度）、町内GDP : 79億円（平成21年度）
面積 : 236.51㎢（うち森林面積21.511ha）

宮古島市

A：取組の進捗

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。

5

5

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

4

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

C：地域活量
の創出

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 24 年 度 の 取 組 の 総 括

A：取組の進捗

E：取組の
普及・展開

D：地域のアイデア
・市民力

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の成果を踏まえ、
更

E：取組の
普及・展開

4

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

3
2
1
0

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

D：地域のアイデア
・市民力

C：地域活量
の創出

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。

D：地域のアイデア
・市民力

C：地域活量
の創出
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第 4 章 ■ 国による取り組みの評価

※端数処理の関係で必ずしも合計等は一致しない。

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

※端数処理の関係で必ずしも合計等は一致しない。

排出係数

都市名

北九州市

(kg-CO2/kWh)

①実排出係数を用いた場合

1631.0

1517.0

+7.5%

1516.0

1508.0

+0.5%

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%

38.0

34.0

+11.8%

38.0

34.0

+11.8%

エネルギー転換部門
下川町

H02:0.490
H22:0.353
H23:0.485

2.6

2.4

+8.7%

2.6

2.6

+1.6%

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%

131.0

121.5

+7.8%

130.3

134.7

▲ 3.3%

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%

260.8

266.6

▲ 2.2%

247.9

284.1

▲ 12.7%

帯広市

千代田区

H12:0.479
H22:0.353
H23:0.485

H20:0.418
H22:0.375
H23:0.464

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

•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。

•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。

•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。

•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

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%

•アクションプランの実施により約

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%

り、目標の達成が見込まれる。

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%

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%

62.0

51.0

+21.6%

62.0

51.0

+21.6%

廃棄物部門
H20:0.455
H22:0.474
H23:0.518

74.2

72.4

+2.5%

68.3

70.6

▲ 3.3%

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%

飯田市

都市名

②排出係数を固定した場合

上段 = 基準年
H23 排出量 H22 排出量
H23 排出量 H22 排出量
前年度比
前年度比
中段 = H22
（万 t-CO2）（万 t-CO2）
（万 t-CO2）（万 t-CO2）
下段 = H23
H18:0.375
H22:0.385
H23:0.525

排出係数

庭・企業における節電・省エネ

2.6 万 t-CO2 の削減を実現してお

(kg-CO2/kWh)

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。

•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

②排出係数を固定した場合

上段 = 基準年
H23 排出量 H22 排出量
H23 排出量 H22 排出量
前年度比
前年度比
中段 = H22
（万 t-CO2）（万 t-CO2）
（万 t-CO2）（万 t-CO2）
下段 = H23
H20:0.455
H22:0.473
H23:0.518

525.8

502.1

+4.7%

499.2

494.6

+0.9%

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%

11.1

12.3

▲ 9.8%

11.1

12.3

▲ 9.8%

434.0

344.6

+25.9%

338.6

337.9

+0.2%

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%

4.4

3.6

+22.2%

4.4

3.6

+22.2%

790.1

742.8

+6.4%

+0.2%

762.2

▲ 0.1%

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%

12.6

12.6

+0.0%

▲ 3.4%

14.8

+0.0%

豊田市

廃棄物部門
富山市

H17:0.320
H22:0.423
H23:0.641

エネルギー転換部門
京都市

H18:0.410
H22:0.311
H23:0.450

エネルギー転換部門
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%

790.1

742.8

+6.4%

761.4

762.2

▲ 0.1%

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%

12.6

12.6

+0.0%

14.8

14.8

+0.0%

堺

市

H17:0.358
H22:0.311
H23:0.450

エネルギー転換部門
•震災に伴う大規模停電回避のため

①実排出係数を用いた場合

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%

2.3

2.0

+11.8%

1.8

2.1

▲ 13.2%

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%

檮原町

H20:0.392
H22:0.356
H23:0.552

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

• 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。

•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。

•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。

•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。

•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。

※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。

•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。

※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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※端数処理の関係で必ずしも合計等は一致しない。

排出係数

都市名

水俣市

①実排出係数を用いた場合

(kg-CO2/kWh)

②排出係数を固定した場合

上段 = 基準年
H23 排出量 H22 排出量
H23 排出量 H22 排出量
前年度比
前年度比
中段 = H22
（万 t-CO2）（万 t-CO2）
（万 t-CO2）（万 t-CO2）
下段 = H23
H17:0.365
H22:0.385
H23:0.525

16.2

14.1

+14.9%

13.7

13.8

▲ 0.7%

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%

32.3

34.0

▲ 5.0%

32.4

33.9

▲ 4.4%

宮古島市

H20:0.946
H22:0.935
H23:0.932

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%

①実排出係数を用いた場合

【H23

総計】

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

6090.5

+7.6%

6282.5

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。

団体名
氏 名
市川産業株式会社

•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

株式会社イマナガ

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。

太田博株式会社

5846.8

H23

H22

H21

▲ 8.4%

6153.3

▲ 2.1%

6282.5

+3.8%

6053.7

北九州ESD協議会

▲ 5.1%

（2）全市町村の排出量推移
①実排出係数を用いた場合
H23

H22

H21

112263

+7.2%

104675

公立大学法人

排出係数を固定した試算データ無し

北九州市立大学

•廃棄物の再資源化の推進
•再生可能エネルギー
（太陽光発電250ｋW）
の導入決定
•九州電力への夏季の節電協力
•エコドライブの推進
•二酸化炭素の排出量の把握と削減
•夏季のエアコン使用温度28℃以上の徹底
•商品に出来ない積木を別の木工商品の材料として活用し、
ゴミの削減に努めた

業
（第2期）

節電

•90W/時×150基＝13,500W/時を47.2W/時×150基＝7,080W/時へ取替え、明るさ
は少し明るくなった。
これは平成23年度、
国の半額助成の対象になった
•エフコープでは、平成20年2月に大里店（北九州市門司区）
からスタートし、
その後順次
導入して、平成23年度までに全16店舗のうち9店舗でレジ袋無料配布中止を行ってきた
が、
平成24年度に全店での導入が完了し、
マイバック持参率が85％をこえている
•社屋設備を省エネ化
（ＬＥＤ化、
節水便器へ更新・遮熱フィルム施工）
•屋根に太陽光発電システム設置
（約30ｋｗ）
（上記、
北九州市認定の省エネ診断を受診後、
その提案を受け設備導入を計画し、
北九州
市省エネ設備導入促進事業の補助金を受け実施）
•スイッチにすべて
「節電」
シール貼付
•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
•アイドリングストップ運動
•公共交通機関による通勤の推進

北九州ESD協議会では、
4つのプロジェクトチームが活動している
①市民センターを拠点にした地域におけるESDの推進を行う
「地域ネットプロジェクト」
②ESDの認知度調査や教材開発などに取組む
「調査・研究プロジェクト」
③北九州ESDの情報を発信する
「未来パレットだより
（広報紙・各3千部）
」
の作成・発行を行う
「広報プロジェクト」
④大学生が市民団体等と関わりながら学び合う
「ユースプロジェクト」
ESD（持続可能な開発のための教育）
•ユースプロジェクトの大学生が小学生を対象に、北九州市の藍島に流れ着く海ごみの問題
を取り上げ、
自然共生や海外とのつながりなどESDの様々な分野を横断的に学び合う
「藍島
プロジェクト(平成24年度 環境省 地域に根ざした環境人材育成事業)」
を実施し、学校教
育におけるESDの重要性や効果を提示した
•持続可能な社会の実現に向けて広く市民への周知を図るため、年38回のESD出前講座、
市内環境イベントへの出展を行った
ステアライト系セラミックを用いた
雨水の浄化・利用

•雨水の膜処理による浄化と生活用水、
飲用水での利用方法について検討した

中国慈渓市の河川水質の浄化

•河川浄化方法について検討し、
現地で実験を行った

上水汚泥のリサイクルのための迅速 •金属板を置いたり、
水分蒸発材料を添加して水分蒸発特性を調べた
天日乾燥法の検討
長寿命・低コスト・目的給水製造膜
処理システムの開発

•難廃棄物処分場に設置し、
場内水の処理を行う

ラジカル活性水によるグリーン化モ •ICウェハーや金属、
有機物の洗浄効果や食品の残留農薬の分解除去性について調べた
ジュールの開発

▲ 4.7%

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

環境技術研究所が持つ環境技術の
情報発信

※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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•業務時間内のアイドリングストップ
•ボランティア活動内で入手した情報交換
•平成25年度の活動予定計画表の作成

インドネシア、
スラバヤ市における分 •生活排水、
市場排水、
地下水、
水道水等の水質調査を行った
散型排水処理施設整備

②排出係数を固定した場合

排出量
排出量
排出量
前年比
前年比
前年比
（万 t-CO2）
（万 t-CO2）
（万 t-CO2）
未発表

太田博株式会社省エネルギー化事

▲ 2.1%

②排出係数を固定した場合
H21

+4.2%

照明節電改修

エフコープ生活協同組合 レジ袋無料配布中止の取り組み

排出量
排出量
排出量
排出量
排出量
排出量
前年比
前年比
前年比
前年比
前年比
前年比
（万 t-CO2）
（万 t-CO2）
（万 t-CO2）
（万 t-CO2）
（万 t-CO2）
（万 t-CO2）
6090.5

みと実践

音伍繊維工業株式会社 マイカー及び営業車輌の使用見直し

①実排出係数を用いた場合

+7.6%

環境負荷の低減につながる取り組

取組内容

はばたけ

株式会社エーエスエー・

（1）過去3年間の推移（環境モデル都市分）

6553.3

環境モデル都市取組事例の情報発信

障害福祉サービス事務所 省エネ活動

システムズ

■ 参考データ

H22

取組名

社会福祉法人いわき福祉会

株式会社隠岐電工

H23

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

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

②排出係数を固定した場合

6153.3

5

•計 画策定時の排出係数を固定して

H23 排出量 H22 排出量
H23 排出量 H22 排出量
前年度比
前年度比
（万 t-CO2）（万 t-CO2）
（万 t-CO2）（万 t-CO2）
6553.3

第

第 5 章 ■ 資料編

北九州エアターミナル
株式会社

•環境技術研究所の機関誌（第1号）
『 環境「創」 ～災害復興特集～』
を発刊した。機関誌
（第1号）
では、研究所が持つ災害対策と災害復興技術のシーズ情報を全国に発信し、災害
復興に役立てるため、北九州市や
（公財）北九州産業学術推進機構のみならず、復興庁、国
土交通省、環境省、福島県、宮城県、岩手県、
白川市、
（独）産業技術総合研究所、国立国会
図書館などにも送付し、
情報発信を行った

•環境モデル都市である掲示を
「見やすい」
箇所に貼付
環境モデル都市取組事例の情報発信 •北九州空港への薄膜太陽光発電設備及び電気自動車充電設備導入の案内板の設置、
電光
掲示板の設置
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団体名
氏 名

公益財団法人

第 5 章 ■ 資料編

取組名

もったいない総研

もったいない塾
（講演会）

•アースデイ
（地球の日）
は、
1970年にアメリカで始まった環境イベントである。
Ｇ・ネルソン上
院議員が4月22日を“地球のことを考えて行動する日”として宣言したことに始まり、現在で
は毎年4月22日前後に日本を含む世界各地でさまざまなイベントが開催されている。近隣
では、下関や中津でアースデイが開催されているが、
これまで北九州市では開かれたことが
なかった。
そこで、
もったいない総研が
「ひまわり塾」20期生などアースデイの立ち上げ有志
を支援し、4月22日に設立パーティーを開いた。
当日は荒天のため開催場所を急遽変更す
るなどハプニングがあったが、延べ200人を超える参加者があり、食に関するトークショー
などを熱心に聴講した

新設店舗のエコ対応

廃壁面緑化、
LED照明の設置、
室内照明スイッチの分割による間引き点灯実施、
窓ガラス遮熱
フィルム設置、
エコ素材
（間伐材等の再生材）
カウンター家具設置

環境首都検定のグループ受験

受験者24グループ85名、
受験者数優秀特別賞受賞。
団体部門で、
5グループが優秀賞受賞

クリーン北九州まち美化キャンペー クリーン北九州まち美化キャンペーン参加
（参加者263名）
ンへの参加
北九州グリーン都市研究会

団体名
氏 名

•北九州市ＰＴＡ協議会と共催し、北九州市内の中学2年生を対象に、
「環境」
をテーマとした
作文の募集を行った。各学校から1,039件の応募があり、厳正な審査の結果、優秀な作品
を書いた中学生8人を選出し、平成25年1月19日に表彰式を開催し市長賞等を授与した。
環境「もったいない」作文の募集、表彰
市長賞・市議会議長賞受賞者に地元ＦＭ放送局へ出演し作文を朗読してもらう他、北九州
活性化協議会もったいない総研の広報誌に入賞作文を掲載し、中学校へ配布して環境教
育に役立てて頂いた

北九州活性化協議会

株式会社北九州銀行

取組内容

北九州市環境未来都市構想実現の •2050年北九州市整備構想を中心に研究会を2回開催し、
各自研さんを深めた
ための研究会開催
•コンサルタント業務の中で研究会での新たな知見の活用ができるように会員相互で検討した

公益財団法人

北九州市内の小学生を対象とした
の実施活動
北九州市環境整備協会 「河川水辺の教室」
•環境学習会
•資源ゴミの選別の強化
•環境家計簿実施
住み良い地域づくり

•小倉南区の市立すがお小学校の児童28名と紫川に棲む水生生物を採取し、生息状況から
児童たちとともに水質階級の判定を行った。体験学習を通じて児童たちが水環境と人との
関り合いを知り生物の多様性を考えた環境保全の大切さを学ぶ機会となったと思われる。
また地球温暖化は水環境に多様かつ多大な影響を及ぼすことを児童に説明し、
ごみ減量や
資源化物の分別など身近にできることから低炭素社会の実現への協力を呼びかけた

九州機電株式会社

北九州市婦人会連絡協議会

•機関紙枝光第3婦人会かわら版発行
（月1回）
•新睦バスハイクの開催
•市民センター各種講座
（DVD鑑賞）
等積極的参加
•まちづくり協議会環境美化活動に参加

34

新型ディーゼル車普及によるB5燃
料の生産・販売体制の確立

エコドライブの推進

•テレマティクスサービス
（営業車両管理サービス）
を導入。急加速、長時間アイドリング減少
により使用ガソリン10％削減、
交通違反の減少
（17件/年間→5件/年間）

屋上緑化プロジェクト

•植物によるＣＯ2吸収 液肥循環式による植物の水耕栽培
•ソーラーパネルと蓄電池によるエコエネルギー化
•グリーンカーテンによる躯体への熱負荷軽減

デマンドコントローラーによる節電

•デマンドコントローラーを設置。
一定以上のデマンドに達するとエアコンのスイッチをオフに
することで節電を実現

電気自動車の利用

•日産リーフ導入。
太陽光発電で充電

事務所内の省エネ化

•クールビズ、
ウォームビズの実施
•社屋屋上の太陽光発電の実施
•昼休みの事務所内の消灯
•事務所内照明をＬＥＤ、
ＣＣＦＬ、
キャノピースイッチ化
•ゴミの分別と再資源化

九州ふるさとの森づくり
「響灘・鳥がさえずる緑の回廊
第8回植樹会」
への協力
次世代システム研究会

•市民センター開館
（平成8年）
と同時にリサイクルできるものを回収
大浦婦人会と医生丘小学校と医生 •平成19年からは医生丘小学校と協働開始
丘市民センターの連携
回収品目：ペットボトルキャップ、
プルタブ、
カンパスシール、
ボタンとファスナー、
ベルマーク・古
子どもたちと一緒にリサイクル活動 切手、
インクカートリッジ
＊ペットボトルキャップは25年7月現在756.8ｋｇ、
378.4人分のワクチンになった

•生ゴミはまだ半分位は水分が出ているとの事。
しっかりしぼり切ろう
•公園利用の役はきちんと清掃が出来ているかどうかは何とかクリアしている
•児童と大人、地域グリーン隊として市民センターを中心にして草花の苗つけ等、共に汗を流
環境モデル都市取組事例の情報発信
し、交流、連帯感を深めながら、
ボランテイア精神を培っている。常にきれいにしている所に
はゴミやポイ捨てはあまりない
•20数年前に取り組んだ過剰包装は今見直しが必要かもしれない

協同組合

•省エネ製品の提案推進活動
•西港地区清掃活動の参加
•電気・ゴミ・紙の低減活動

省エネルギーの推進
（社内）

•東日本大震災で日常の生活の中で当たり前とし使っていたものが、
有難いものと考えが変わ
り感謝の気持ちが現れた。環境家計簿も5年間つけCO2削減に繋げている。次世代に良い
地球環境を残したい
•11月27日 黒崎ひびしんホール
（リハーサル室） 87名参加
環境研修会
「未来を見つめ 今
講師：薦田直樹氏
（広島市・環境カウンセラー事務局長）
私たちに出来ること ～日々の生活
「私のエコライフ」
「私のエコ宣言」
を一人づつ掲示し、
皆で確認
を見直し 実践するには～」
•12月5日 黒崎ひびしんホール
（会議室） 22名参加
広島市地域女性団体連絡協議会の役員の方と西区の理事の交流会
組織内容や取り組んでいる事、
課題等意見交換。
「地球の道」
「環境ミュージアム」
「エコハ
ウス」
を一緒に見学

九州・山口油脂事業

ＩＳＯ１４００１の活動

•環境家計簿6・7・8月3年間の結果と比較
•環境家計簿10・11・12月5年間の結果と比較

•
「海の幸・山の幸を愛する会」
に入会し、会員のつどいの会場で、石巻市の方と商品に出会っ
た。早速連絡を取り、10月の消費生活展で販売。商品は三陸わかめとわかめドレッシング。
来場者の協力で成功。
それ以外でも、
八幡西区まつりや市民センター文化祭でも販売。
商品
の美味しさと、
支援したいの気持ちが伝わり実施してよかった

•平成20年よりスーパーに一般家庭の使用済み食用油回収ボックス設置を開始し、現在で
は北九州市及び近隣の公共団体より、月間8トンの回収量が得られている。全量、バイオ
ディーゼル燃料にリサイクルしているが、新型ディーゼル車の普及により、
バイオディーゼル
燃料の販売量は減少している
•平成24年6月より、新型ディーゼル車にも使用可能なB5燃料（軽油に対して、5％バイオ
ディーゼル燃料を混和した燃料）
の生産販売を開始。北九州市営バス、宗像市廃棄物回収
用トラックなどに供給し、
循環を維持するとともにバイオマスの利用を拡大する方向である

取組内容

•JST（科学技術振興機構）戦略的 •枝光地区（本町、諏訪1～2丁目、
白川町、
日の出1～3丁目）
の土地利用実態調査、空き旅館
創造研究推進事業（社会技術研 リノベーション計画のための実測調査、
その活用計画を行い、衰退街区の再生計画を検討
究開発）
「 地域に根ざした脱温暖
するとともに、
枝光地区で調査報告会を実施する
九州職業能力開発大学校
化・環境共生社会」
研究開発領域
建築生産設計Lab
•研究開発プロジェクト
「環境モデ
ル都市における既存市街地の低
炭素化モデル研究」

•2011年3月11日の東日本大震災以前より、
カンパスシールは
「お得」
の考えから社協や日
赤に寄付してきた。震災後は義援金として会員全体に呼びかけ、現地の方の
「忘れないで欲
レジ袋断り カンパスシールで支援
しい」
の声にこたえようとこの運動を続けている。半年ごとに換金し、支援バザー（ぜんざい）
しよう！
の売り上げと共に、
朝日新聞社厚生事業団を通じて支援している。
2011年9月から3回目の
支援を2013年5月に実施
「海の幸・山の幸を愛する会」の出会
いから
「ガンバレ東北！！」石巻被災企
業復興商品を販売して支援しよう。

取組名

①オフィス電力使用量の削減
•空調機の適正な温度設定
•不用照明の消灯
(ア)執務室の昼休み及び終業時一斉消灯
(イ)執務室・廊下等の照明の間引き
（間引き率50％以上）
(ウ)日中
（晴天時）
可能な限りの消灯
•OA機器の待機電力削減
（退社時の電源切）
•エレベータの間引き運転及び近隣階への階段利用促進
②エコドライブ運転の実施
•やさしい発進、
加・減速の少ない運転、
駐・停車中のエンジンOFF、
AC風量温度調節
③夏季の軽装
（ノーネクタイ、
ノー上着）
の励行
④
「きゅうでん家族で取りくむ
『夏の節電アクション』
」
の実施
⑤講演会による環境意識の醸成
•社員対象の環境講演会
（テーマ：世界の環境都市への挑戦）
開催
どんぐりの苗木8,000本を寄贈し、
植樹会へ社員とその家族、
グループ会社で参加
•平成24年9月1日 下草刈り
（193名参加）
•平成25年3月30日 植樹会
（193名参加）

①省エネ講座
（家庭向け）
•お客さまに、
電気を上手にお使いいただくために、
毎日の暮らしの中でお役立ていただ
      ける
「省エネ講座」
を、
お客さまのご希望に応じて、
市民センターや公民館などに出向
き実施
②節電・省エネコンサル活動
（高圧・工場向け）
•節電・省エネ対策
（運用変更や設備変更）
とその効果をお客さまの実態に応じた内容で
省エネ・電気の上手な使い方のご提案
ご提案
③節電・省エネ勉強会
（高圧・工場向け）
•施設及び家庭でできる節電・省エネ対策をお客さま従業員にご紹介
④経年電気式空調機の更新PR・提案
（高圧・工場向け）
•電気式空調機の更新による節電効果をお客さま業種毎のモデルケースを用いてPR及び
ご提案
エネルギー出前授業（管内の小学 •社員による小学生への環境問題・省エネ等に関する出前授業の実施
校等を訪問し、環境・エネルギーの （電気をつくるしくみ、
環境とエネルギー）
講座を実施）
平成24年度実績 回数：22回、
参加人数：975人

丸和設計株式会社

ホームページを活用した
節電・省エネのPR

①省エネ達人のススメ
（北九州支社HP)
•機器
（家電）
の選び方、
住宅性能の強化、
上手な使い方
②この夏おすすめ！省エネエアコンラインナップ
（北九州支社HP)
•カタログの見方をチェック、
おうちにぴったりのエアコンを見つけましょう
③みらいくんの環境家計簿
（当社HP)
•ご家庭のエネルギー使用量を入力し、
CO2排出量を算出

エコアクション21

•社用車のガソリン使用量を抑える為、
こまめに車の点検を行い、
オイル交換等を実施した
•昼休み時間の消灯やPC電源切断を徹底した
•コピー用紙の古紙配合率が高いものに変更し、
又、
裏紙の再利用等を徹底した

取組継続
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取組名

Share!東田まつり2012

•低炭素なまちとして世界中より注目を集める八幡東区東田。
いろいろな実証や取り組みが
行われている傍ら、
まちの情報は住民や働いている人に十分にいきとどいていないことか
ら、地域の方が集まるお祭り
『Share!東田まつり』
の事務局を勤める。
お祭りのコンセプトは
「Share～おもちより・わかちあい・おすそわけ～」
とし、
このまちの電気は隣接する工業で
発電され、供給されている特徴を工場からのおもちよりと考え、
そこからヒントを得て、
やり
たいコトをおもちよりし、余っているモノをわかちあい、
そこで生まれた楽しさやつながりを
おすそわけし、
東田のまちづくりにつなげる

東田のココがスマート
ココスマツアー

•市との協働事業に申込、
環境局環境未来都市推進室との協働プロジェクトとして企画
•市に関連企業や地域企業をつないでいただき、
ココスマツアーの説明。取材を通し、協力し
ていただく体制を作る
•視察者を東田全体でおもてなしする体制を作り、
十分な情報を持って帰っていただく
•ツアーで回れない場所の情報等全体をまとめたパンフレットの作成
•視察者の属性を調べるためにアンケートの実施
•ココスマツアーの関係者
（市・参画企業・立地企業・住民）
への定期的な報告会、
情報交換会
を通し情報共有、
協力体制の強化、
つながりをつくる

NPO法人

里山を考える会

自見産業株式会社

省エネ設備導入

団体名
氏 名

取組内容

取組名

取組内容

社有車CO2排出量削減への取組み

•社有車のCO2排出量削減への取組みに対し、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
•①「エコドライブの推進」
では独自の
「TOTO流エコドラ」
を構築して、毎月
「燃費実績CA（見
える化）
ツール」
の送付を開始。一昨年の全国１３支社（対象車両数：900台）
に続き、平成
24年度は、販社、
ＴＯＴＯメンテナンス、
ＴＯＴＯエンジニアリングにも展開（対象車両数：
2300台）
•②③「車両台数の削減」
「省エネ車の導入」
の推進においては、走行距離をベースとした導入
基準を設定し、
車両台数の削減、
小型化・省エネ車化を図り、
環境負荷低減へつなげている

TOTO株式会社

「つないで、
つながって」
～水からはじまるストーリー～

•高効率照明設備の導入
ECOLVD-LL150 36灯設置

汚泥燃料化技術に関する実証研究 •J-コンビ実験設備を利用した汚泥燃料化技術開発の向上推進
新日鉄住金エンジニア

リング株式会社

技術開発第二研究所

低質炭有効利用に関する基礎研究 •低質炭の有効利用に関する技術開発の推進
CO2化学吸収技術に関する実証研究 •製鉄過程で発生するガスからのCO2採取技術の実証開発推進
バイオエタノール製造に関する基礎 •草木類由来バイオエタノール製造技術の実証開発推進
研究

新日鉄興和不動産株式会社 省CO2への取組み
北九州建築設計監理協会 LED照明化
株式会社大建エンジニア
窓ガラス遮熱塗装化
リング
大光炉材株式会社

大和リース株式会社
北九州営業所

地球温暖化を考える
北九州市民の会

株式会社千草

•東田スマートグリッドの一環として、
所有3ビルへスマートメーターを設置
•ビルのトイレ手洗を自動水栓に変更、
トイレ照明を人感センサー付に変更
「節電ステッカー」
を共同部照明スイッチ廻りに貼付
•入居テナントへの省エネ意識啓発として
•クールビズの導入
•LED照明にした

CO2排出量削減の推進

•事業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両の使用
•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

•各グループ毎で環境家計簿を記帳、
結果報告会を行う
•暮らしの中でCO2を削減すること
•10月の
「エコライフステージ」
で、3Rを普及する為のワークショップを行う。畳の”へり”で
を目指し、
環境家計簿の取り組み
作ったバック、
カード入れ、
コサージュ、
その他、新聞紙で作るコサージュ、古布で作ったバッ
を行う
ク、
のれん等を販売
•ゴミ削減の為の3R活動
（もったい
•各地域でのワークショップを開催
ない運動）
を行う
•環境首都検定への参加
（最初から継続している。
）
「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
•フードシステムの活用および食品廃棄物の削減
•一つの現場に一つずつだったコンテナを複数にし、木材ゴミ、
ボードゴミなど種類を分けて
入れる様にした

電源開発株式会社

地元小学校を対象としたエネル
ギー・環境教育

•近隣の小学校2校に対し、
エネルギー・環境に関する座学を実施。
また、屋上緑化施設にお
いて田植え、
稲刈りなどの体験型学習を行った

国道清掃

•月1回、
構内・国道沿いの歩道のゴミ拾いを行い周辺環境の美化に務めた

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
•エアコン設定温度28℃以上

九州工場

門司工場

日本磁力選鉱株式会社

•リサイクル耐火物の開発販売
•エコアクション21を通じての環境
•省エネ
活動
•節水
•環境レポートの公表
•廃棄物の削減

建築現場のゴミの分別収集

東京製鐵株式会社

ニッカウヰスキー株式会社

直方市役所
（上下水道・
環境部

環境保全対策

医療法人社団誠心会
萩原中央病院

ハゼモト建設株式会社

濱田重工株式会社

響みどりの会

•工場内の水銀灯
（151本）
、
投光器
（141個）
を全てLEDに交換
•事務所内の蛍光灯
（298本）
を全てLEDに交換
•社有車
（ガソリン車）
をハイブリッド車へ買替え

インドからの廃プリント基板類の
輸入開始

•平成23年度の経産省委託事業
「インドにおける電気電子機器廃棄物のリサイクル事業に関
する実施可能性調査」
を経て、
現地パートナー企業との共同事業化を実現
•インドグジャラート州におけるエコタウン整備や廃棄物の循環利用等の調査を行ってきた
アジア低炭素化センターの協力のもと、
バーゼル条約に従ってインド国内で適正処理されて
ない廃プリント基板類を輸入し、
当社工場で貴金属及びレアメタルを濃縮回収し、大手製錬
メーカーへ納入、
高純度な貴金属・レアメタルとして抽出される

直方市住宅用太陽光発電システム
設置補助金

•市内に居住または居住予定で、住宅(店舗等との併用可)にシステムを設置する個人に対し
て、
1kWあたり2万円、
上限8万円の補助を実施
交付件数133件

子育て応援リユース協働事業
「りちゃいけ」

•平成24年度に県のモデル事業として認定され、平成25年2月より施行的にリユース品の受
け入れを開始した。
事前に市の定例記者発表等により広報も行った

電動・手動式生ごみ処理機等
購入費補助金事業

•交付内容
生ごみ処理容器：1基あたり2,700円の補助
（1世帯に2個まで）
電動・手動式生ごみ処理機：購入額の2分の1
（上限2万円）
※交付決定から5年以内は申請不可
•交付実績
生ごみ処理容器
（コンポスト）
申請件数：20基
電動・手動式生ごみ処理機申請件数：12基

省エネ推進と環境美化

•省エネ設備の導入
（空調機）
•院内の樹木、
植物等の整備

自然の力を活用した家づくりの
普及促進

•自然の力を活用した設計手法の確立
•一坪里山運動を展開し、
樹木を各家庭に普及させる
•モデルハウス
（小倉町屋）
を建設し、
その取組を体感してもらう

省エネ活動

•クールビズの実行 5月7日～
•エアコン温度管理
（夏期28℃）
、
フィルター交換、
窓ブラインド施工
•事務機器電源管理 30分以上不在時はモニター電源オフ
•照明設備電源管理 こまめな消灯

放置竹林の里山への再生

•春の小竹の剪定
•竹の伐採
•草刈り
•小雑木の剪定
•スタードーム設置
•サツマイモ栽培
•ノイチゴ、
フキ等の収穫
•野草観察会
•昆虫観察会

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照明の全拠点への導入
•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利用の削減
•ＰＣの待機電力の削減
•全拠点へのＨＶ車
（一部ＥＶ車）
導入

環境整備課）

株式会社福岡銀行
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照明設備取替
（中小企業省エネ設
備導入促進事業）

•窓ガラス全面に遮熱塗装を行った

株式会社千葉工務店

若松総合事業所

株式会社戸畑製作所

•弊社では、以下の取組みにより
「水の大切さ・節水・節電」
についてお客様へお伝えし、環境
負荷低減に貢献した
•ショールームでの
「夏休み親子エコ教室」
や
「工場リモデルフェアー」等で、地域のお客様や
お得意様へ、節水・節湯することが社会の節電やＣＯ2削減につながることを伝達・訴求。合
わせて
「つないで、
つながって」
という環境意識啓発を目的とした小冊子を配布し、
お客様一
人ひとりのちょっとした意識や行動が環境貢献につながることをお伝えし、
ご協力を促した
※
「北九州の企業人による小学校応援団」
の支援メニューの１つとして、門司中央小学校の4
年生を対象に
「エコ授業」
を実施。
お湯の無駄づかいをやめれば節電につながること等を紹
介。
子供たちは驚きの声をあげながら、
熱心に聞いてくれた
•ホームページに、
「つないで、
つながって」
の内容をアニメーションで分かりやすくご覧いただ
けるコンテンツを公開し、
情報発信した
•
「エコテクノ2012」
などの展示会において、
「節水・節湯」
をテーマに、
ご来場された方へ、毎
日の生活の中で節水・節湯することが環境貢献につながることを伝えた
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取組名

省エネ、
節電対策の一環としての
LED照明導入について

2. 参考指標

取組内容
•震災以降の社会的省エネ･節電流れに対応すべく、LED照明を導入した。空調とともにオ
フィスにおいて消費電力の大きな部分を占める照明、
そのＬＥＤ化による省エネ・節電効果
は分かっていたが、現行の蛍光灯に比べ単価で約10倍近くかかり、
ある程度の効果を出す
規模の切り替えでは導入費用も高額となり踏み切れないでいた
•そこで、検討の結果、今回初期投資を伴わないレンタル方式を採用。2012年5月の総務部
室を皮切りに、天井が高く業務中の交換作業が難しい編集フロアは5月末から6月一杯かけ
て、
さらに年末12月には制作グループや通路など3回に分け、約480本の蛍光灯をＬＥＤへ
切り替えた。見積もり試算ではＣＯ２排出量は年間約30,650ｋｇの削減効果となる。
また電
力使用量も、2012年12月以降（13年6月まで）、前年同月比で△13％から△23％の削減
率を、
他の節電効果も含めて実現している

株式会社松尾設計

事務所省エネ活動推進

•平成18年よりスタートした社内省エネＷＧ活動
（1回/月）
を継続している
•平成24年度省電力実績：約1万8千ｋＷＨ/年削減
（対平成18年度実績；削減率6.3％）

三島光産株式会社

•電力使用量の管理
•各種清掃ボランティア活動参加

•電気使用量のデマンド値管理
（本社）
•第27回Ｍ－ＣAＰ紫川・アユ放流祭参加
•皿倉清掃登山参加
•平成24年度まち美化ボランティア まち美化清掃参加

水巻町役場

水巻町中央公民館の電光掲示板に •水巻町中央公民館の電光掲示板に、以前から設置済みであった、太陽光発電設備の発電
よる太陽光発電に関しての意識啓発
状況や発電の仕組み、
活用方法などを掲示
事業

森のさきもりの会

•平成23年度の結果と比較しながら、
ヤゴやカワニナなどの水生生物の観察やホタルやトン
石田川をきれいにエコごころを体験
ボなどの飛翔調査をおこなった。
今年は前年より、
相対的に数が減少傾向にあった
しよう
•水質保全のためにごみ拾いや草刈りを実施した

柱
①再エネ導入

平成24年度

3,932ｋW

6,756ｋW

9,021ｋW

19,149ｋW

2台

8台

8台

36台

1ヶ所

39ヶ所

15ヶ所

6ヶ所

14件

18件

25件

20件

6,800人

13,000人

25,000人

36,000人

73,300本

91,752本

100,247本

65,724本

569,088人

665,489人

738,619人

1,424,221人

93団体

94団体

103団体

87団体

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

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

国際研修受入人数

439人

402人

431人

421人

0件

0件

0件

0件

省エネ建築物
（CAS BEE北九州届出件数）

④公共交通利用

ノーマイカー参加者数

⑤都市緑化

植樹数

吉浦海運株式会社

省エネルギー対策

⑦環境学習

吉浦興産株式会社

省エネ活動

•事務所の照明50％削減
（間引き照明・休み時間消灯）
•事務機器及び家電製品の買替時にエコ製品
（省エネ製品）
の購入
•朝夕の時間帯には、
窓の開放等によるエアコンの運転時間の短縮
•エアコン設定温度27℃の励行

株式会社ヨシケイ小倉

社員で取組む環境活動

•生ゴミ処理機の継続利用
•トイレ
（エフピコ）
、
ペットボトルキャップ、
プルトップ回収
•地域清掃
•節電
（電気使用量監視装置）

⑧国際協力

”輝く未来は今、
ここから私から”
身近なことからムダをなくす

•鳥がさえずる緑の回廊植樹会
（8年目）
を主催
•北九州ＥＳＤ協議会での活動参加、
活動報告会で発表
•北九州エコライフステージ(11年目）
に出展
•八幡西区、
中間市の小学校(11校）
での環境教育学習
•北九州市打ち水大作戦
（9年目）
、
未来ホタルデー
（北九州市環境ミュージアム）
へ参加
•北九州市環境首都検定の受験
（5年目）

九州ESD推進ネットワーク会議の
設立

•本年10月、北九州市で開催されるRCEアジア太平洋会議、来年度開催予定の
「国連ESD
の10年（DESD）最終年会合」
に向け、九州各地での個別にESD活動を行っている団体の
ネットワーク化、情報の共有化を目的とする
「九州ESD推進ネットワーク会議」
を設立し、全
3回の会議の開催（北九州市２回、宮崎1回）
し、事前準備・関連する情報の共有を通じ団体
間のネットワークと共通認識化が図れた

ESDコーディネーター育成事業

平成23年度

公用車への電気自動車等導入数
(電気・水素・PHV)

③環境配慮型住宅

•クールビズを実施して、
夏季使用エアコンの温度調整
（27～28℃以上）
を行う
•事務所照明は、
50％消灯する、
また、
昼休み時間は、
全て消灯する
•外出時など、
使用しないパソコンの電源はＯＦＦにする
•現場の巡回、営業及び打合せ等で複数のものが同一目的地又は方面に行くときは、
できる
だけ相乗りで車を使用する

エコライフステージ参加者数

⑥環境活動

エコライフステージ参加団体数

プロジェクト進捗状況
（予定より遅れている取組数）

⑨その他

（kw）

（人）
2500

20000
18000

2000

16000
14000

1500

12000
10000

1000

8000
6000

500

4000
2000

平成
24

年度

23

年度

年度

22

平成

平成

21

年度
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0

平成

太陽光・風力発電等の導入量

24

年度

年度

23

平成

平成

22

年度

年度

21

平成

0

平成

•持続可能な社会を担うのは「人」
であることから、持続可能な社会づくりを地域で起こす
「核」
となる人材（ESDコーディネーターと呼ぶ）
の育成講座を
「ESD未来創造セミナー」
と
して実施した。
ESDコーディネーター40名の修了者が得られた。
•市民センター等を拠点として実践活動のコーディネートを担うことによって、持続可能な社
会づくりの輪が広がり、地域や都市の中で人が輝く、賑わい・安らぎ・活力のあるまちづくり
に関心を持ち、
行動する市民の増加が期待される

平成22年度

充電ステーション数

•エコフェスタへの参加
•プルタブ収集
（車イス導入して、
施設等へ贈呈）
•ペットボトルキャップ収集

•リオ+20の啓発・普及・成果の共有と北九州グリーン経済事例の提示
•
「北九州グリーン経済事例集」
作成報告と関連映画を上映会
リオ+20の啓発・普及・成果の共有 •北九州市からリオ+20
（ブラジル/リオデジャネイロ）
へ市民9名を派遣
特定非営利活動法人
と北九州グリーン経済事例の提示 •帰国後 報告書の作成、
報告会の実施
北九州サスティナビリティ
事業
•北九州グリーン経済事例集の作成
研究所
日本語版
『北九州グリーン経済事例集』
、
英語版Green Economy: Cases in Kitakyushu,
Japanの作成

平成21年度

太陽光・風力発電等の導入量

②低公害車

八幡西区女性団体連絡会議 各団体で取組む環境活動

若松秋桜会

実施項目

北九州環境首都検定受験者数
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3. 平成 24 年度環境モデル都市決算
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。

【決算額】 208 事業 、 約 119 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）
【89事業

約88億6千万円】

 道路照明や公園照明など街の様々な場への太陽光発電やLED照明を導入するとともに、響灘
ビオトープの整備や八幡東田グリーングリッド事業など環境首都の機能を高める緑化を進めた。

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15億7千万円】

 スマートコミュニティ創造事業では、
ダイナミックプライシングを導入した実証実験など事業を
着実に進めるとともに、
市民や中小企業の省エネ推進を積極的に支援した。

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）
【26事業

約5億5千万円】

 低炭素社会づくりに関する知識を総合的に学べる環境みらい学習システムを推進するととも
に、
ESDを核に、
市民の中での環境リーダーの育成を図った。

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）
【30事業

約5億6千万円】

 環境未来都市・北九州市のPR強化に取り組むとともに、
市民の意識を高め、
低炭素社会の実現
につながる環境活動の実践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）
【21事業

約3億3千万円】

 アジア低炭素化センターを核に、
環境ビジネスを本格的に展開し、
市内中小企業の環境ビジネス
の支援を進めた。

40

