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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。

また、北九州市は、2008年7月に、国から、地球

温暖化問題などを克服した低炭素社会の実現に向

け、高い目標を掲げ先駆的な取組にチャレンジす

る「環境モデル都市」に選定されました。世界の環

境首都を目指す本市にとっては、大きな推進力に

なっています。

本レポートは、低炭素社会づくりに向けた取組

やその成果、「環境モデル都市」の推進に関する国

からの評価結果などを取りまとめたものです。ま

た、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第20条

の3第10項に基づき公表を行うものです。

皆さまの取組の一助としていただければ幸い

です。

Topics

第 1章
はじ め に
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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）

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年に南アフリカ・ヨハネスブルグで
開催された国連「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、「温室効果ガスの排出抑制を通じた安
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」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、「世界の環境首都」実現
を目指していきます。

｜世界の環境首都の創造の背景と趣旨｜
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第 2章
北九州市地球温暖化対策実行計画・環境モデル都市行動計画

〜北九州ニューグリーンフロンティアプラン〜

1. 計画策定の経緯                                    
本市は、平成20年7月、低炭素社会の実現を目指
す「環境モデル都市」に国から選定されたことを受
け、「北九州市環境モデル都市行動計画」を策定し
ました。（平成21年3月策定、平成26年3月改定）
また、平成27年12月に開催されたCOP21で、
気候変動防止に係る新たな国際枠組みである「パ
リ協定」が採択され、国においても「地球温暖化対
策計画」が平成28年5月に閣議決定されました。
このような状況を踏まえ、本市では、国の計画
に即した実行計画として、環境モデル都市行動計
画をベースに、平成28年8月「北九州市地球温暖
化対策実行計画・環境モデル都市行動計画（北九
州ニューグリーンフロンティアプラン）」を策定
しました。
現在、この計画に沿って市民や企業、行政の連
携のもと、低炭素社会の実現に向けて様々な取組
を進めています。

2. 計画の概要                                         

（1）基本理念

高い市民環境力をベースに、低炭素社会づくり
にチャレンジし、地球温暖化防止と都市活力増大
に向けた取組を進め、その成果を国内やアジアの
諸都市に役立て、持続可能な社会の実現に貢献す
ることを掲げています。

（2）計画の位置付け
「地球温暖化対策の推進に関する法律」第20条
の3に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策
編・事務事業編）」、及び環境モデル都市に選定さ
れた都市が策定する「アクションプラン」を兼ね
るものです。
　

（3）計画期間
平成26年度〜平成32年度　7年間

（4）削減目標

ア . 市域全体
継続的な地球温暖化対策を推進するため、長期
的な視点に立ちCO2削減目標を掲げるとともに、
電源構成に左右されない補完的な指標として省

環境モデル都市と環境未来都市の関係 地球温暖化対策関連計画の関係
エリア

海　外 市　域

取
組
内
容

地
球
温
暖
化
対
策

高
齢
化
対
策
等

北九州市(福岡県)
横浜市(神奈川県)

富山市(富山県)
下川町(北海道)

（４都市）

京都市、神戸市、新潟市、
堺市、豊田市、帯広市、
水俣市、飯田市、
宮古島市、千代田区、
つくば市、梼原町(高知県)､
尼崎市、御嵩町（岐阜県）、
松山市、西粟倉村（岡山県）、
生駒市、ニセコ町（北海道）、
小国町（熊本県）
　　　　（19都市）

柏市（千葉県)
大船渡市・
陸前高田市・
住田町等（岩手県）
釜石市（岩手県）
岩沼市（宮城県）
東松島市（宮城県）
南相馬市（福島県）
新地町（福島県）
  （7都市・地域）

環境モデル都市＋α 主に東日本大震災被災地

環境モデル都市
(23都市)

環境未来都市
(11都市・地域)

環境モデル都市
行動計画 温暖化対策

実行計画
海外での
削減目標、
行政施策

市域での削減目標、
行政施策　など

高齢化対応、子育て、
防災、教育、新産業など

環境未来
都市計画
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エネルギー目標も掲げています。
また、長期目標については、国の目標（2050年
▲80％）を踏まえ、今後、一層の上積みを検討し
ていきます。

■CO2削減目標

2005（H17） 2020（H32） 2030（H42） 2050（H62）
0

500

1000

1500

2000
万トン-CO₂

▲8％
▲30％

▲50％

計画期間
中期

長期

■省エネルギー目標（補完的な指標）

2005（H17） 2020（H32） 2030（H42） 2050（H62）
0

5

10

15

20
万TJ

▲8％
▲27％ ▲44％

計画期間
中期

長期

イ . アジア地域
市域内での取組の成果を元に、アジアを中心と
して持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■�アジア地域の削減目標（北九州市の2005年度
排出量比）

※環境国際協力や技術移転に加え、その技術の応用、市内企業製品の使用などによる削減を対象

CO₂排出量 ▲6％ ▲75％ ▲150％

2020 2030 2050

ウ . 市役所の率先実行
市役所の業務によって発生するCO2の削減に
一層努力していきます。

■�市役所業務の削減目標（市役所業務の2005年
度排出量比）

CO₂排出量 ▲30％ ▲50％ ▲65％

2020 2030 2050

（5）取組の目安
低炭素社会づくりは社会全体でエネルギーを
効率的に使って使用量を減らしていくことが重
要です。
このため、家庭や事業所ごとに省エネルギーの
指標に使える「取組の目安」を設定しています。
皆様のご協力をお願いします。

■取組の目安（エネルギー消費量）

※今後、何ら対策を講じなかった状態からの削減率

部　門
家　庭
業　務
運　輸
産　業

1世帯あたり
床面積あたり
自動車1台あたり
エネルギー使用量の削減：▲1％など

▲5％
▲6％
▲10％

▲10％
▲15％
▲25％

▲15％
▲23％
▲40％

内　容 2020 2030 2050

（6）目標達成に向けた5つの方針
• 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

（7）計画の推進

ア . 市民・NPO の役割
「取組の目安」を活用して
■低炭素型ライフスタイルへの転換
■自然災害などの気候変動の影響に対する準備

イ . 事業者の役割
「取組の目安」を活用して
■事業の低炭素化の推進
■市民に取組状況を積極的に発信
■�自然災害などの気候変動の影響に対する事
業活動の継続に関する準備

ウ . 市の役割
■推進体制の整備
■地域住民・大学・地元企業との連携
■国・県など他機関との連携
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第 3章
平成27年度の取組状況

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
CO2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。

1. 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（19ha）において、エコ住
宅や創エネ・省エネ設備誘導、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。

〈まちのイメージ〉

※計画戸数 : 約 850 戸
　（戸建 : 約 350 戸、集合 : 約 500 戸（既存約 300 戸含む））

（2）これまでの取組

平成24年度　�土地区画整理事業及び駅前広場
等の着手

平成25年度　保留地販売
平成26年度　財務省用地の販売
　　　　　�　�タウンマネジメント組織（一般社

団法人城野ひとまちネット）設立
平成28年春　まちびらき

（3）今後の取組

平成28年度　土地区画整理事業の完了

2. 自動車環境対策の推進

（1）背景
本市における自動車保有台数は、60万台を超え、
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。

注） ・資料は「北九州市統計年鑑」
 ・特種用途車とは、消防車、警察車、救急車、タンク車等
 ・特殊車とは、建設機械自動車等
 ・軽自動車には、小型特殊自動車を含む

年
　度

総
　数

貨
物
自
動
車

乗
用
自
動
車

バ
　ス

特
種
用
途
車

・
特
殊
車

小
型
二
輪
車

軽
自
動
車

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

571,271

572,117

574,225

574,262

581,552

582,495

587,631

592,720

598,481

601,222

55,671

55,254

54,869

53,539

52,228

51,092

50,628

50,139

50,165

50,132

314,530

310,696

307,058

303,051

302,267

301,558

302,678

302,124

300,874

298,843

1,956

1,972

1,962

1,993

1,947

1,939

1,930

1,910

1,927

1,889

11,244

11,359

11,340

11,252

11,198

11,191

11,114

11,172

11,262

11,290

9,777

10,053

10,415

10,963

11,285

11,487

11,667

11,937

12,173

12,218

178,093

182,783

188,581

193,464

202,627

205,228

209,614

215,438

222,080

226,850

◆北九州市における自動車保有台数（各年度末）
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（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
討を行ってきました。
現在、特に地球温暖化対策に主眼を置いて、次
世代自動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 等）の導入
本市では、地球環境にやさしく、走行中にCO2

を排出しない電気自動車（EV）や、ガソリン車と
比較してCO2排出量が少ないプラグインハイブ
リッド自動車（PHV）の普及のため、市の公用車
として率先して導入し、市民や企業に積極的な
PRを行っています。
EV・PHVについては、平成27年度までに、54台
を導入しました。また、究極のエコカーと言われ
る燃料電池自動車（FCV）についても3台導入して
います。

市で導入している次世代自動車

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。これまでに倍速
充電器15台、急速充電器7台を設置してきました。

急速充電器

本市の取組を踏まえ、近年では、自動車ディー
ラーやコインパーキングなどでの充電施設の設
置が進み、年々増加しています。
今後も、充電箇所の充実を目指し、官民互いに
協力しながらEV等の次世代自動車の普及環境づ
くりを積極的に行っていきます。

ウ．燃料電池自動車（FCV） 導入補助の実施
市内の法人のFCV導入に対するインセンティ
ブとして、国の定める補助金交付額の2分の1（上
限100万円）を交付する補助事業を実施し、平成
27年度は5台に対して補助を行いました。

エ . 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、これま
でキャンペーンや啓発活動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27年度は約200トンのCO2を削
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減しました。

オ . 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、本市から全国に発
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27年度は、プロジェクトを推進した結果、
約550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。

（3）今後の取組
燃料電池自動車（FCV）�などの次世代自動車の
普及を推進するとともに、市民・企業などがだれ
でも簡単に取り組めるエコドライブやノーマイ
カーデーの普及を推進していきます。

3. 響灘・鳥がさえずる緑の回廊創成基本構想

（1）背景
本市では、産業用地である若松区響灘埋立地区
において、自然の創成を図り、産業と自然との共
生を目指す「響灘・鳥がさえずる緑の回廊創成基
本構想」を平成17年6月に策定しました。
本構想は、現在緑が少なく広大な空間（約2,000
ヘクタール）が広がる響灘埋立地に、市民・NPO、
団体、事業者、市が連携して、自然の創成や自然と
のふれあいの場の創出などを図ることとしています。

（2）今までの取組と成果
具体的な取組として、市民や企業の協力を得て、
石峰山から響灘安瀬緑地につながる緑の軸線（公
園や道路沿線の緑地）を整備する「緑の回廊づくり」
と同構想全体の中核的な事業として、拠点となる
緑地を整備する「緑の拠点づくり」があります。

ア .「緑の回廊づくり」
構想策定後、「緑の回廊づくり」を進めるため、

市民、事業者、行政が協力して、どんぐりの種から
苗木を育てる仕組み「響・どんぐり銀行」を組織し
て、数年後に苗木の提供が始まる仕組みづくりを
行っています。
平成17年度から、地元若松区の赤崎小、小石小
が参加して、どんぐり拾いと苗の育成を開始し、
更に、地元の企業7社やNPO1団体に協力しても
らい、苗の育成も始まりました。
平成27年度には、地元小学校8校が参加、更に、
育苗に、小学校8校、13事業者、NPO等6団体の
他、市民も参加し、活動の裾野が広がってきてい
ます。
そして、平成18年3月には、「緑の回廊づくり」の
取組の一つとして、市民、NPO、団体、企業、市が
協働して、国道495号沿道にシイ、カシ、クヌギな
ど苗の植裁を行う「鳥がさえずる緑の回廊植樹会」
が、九州電力（株）の創立50周年事業「九州ふるさ
との森づくり」と併催で行われました。（5,000本）
植樹会は平成27年度までに11回開催され、
110,000本を植樹しました。平成27年度は向洋
町の国道495号沿いに5,000本の植樹を行い、参
加者数も約1,500人（初年度約250人）と大幅に増
え、活動の裾野が広がってきています。

若松中央小学校によるどんぐ
りポットづくり H27.3.5

小石小学校から育苗協力企業
への苗贈呈式 H19.3.1

第 3章 平成27年度の取組状況
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◆響・どんぐり銀行 平成 27 年度 育苗参加企業・団体（順不同）

九州電力 ㈱ 北九州支社

NS プラント設計 ㈱

日本通運 ㈱ 北九州支店エコタウン事業所

日本コークス工業 ㈱ 北九州事業所

楽しい ㈱ 

グリーンパーク

NPO 法人北九州ビオトープ・ネットワーク研究会

イオンモール八幡東

イオン若松ショッピングセンター

西日本コンピュータ ㈱ 

ひびき灘開発 ㈱

玄海青年の家

西 日 本 家 電リサイクル  ㈱

九州共立大学

JM 活性コークス ㈱

大日本印刷 ㈱ （ 黒 崎 ）、（ 戸 畑 ） 

㈱ 井筒屋

㈱ 安川電機

イ .「緑の拠点づくり」
「緑の拠点づくり」では、平成17年度に緑地整
備の基本計画を策定しました。さらに平成24年
10月6日には「響灘ビオトープ」がオープンし、一

般市民を対象に豊かな自然を見て触れて感じて
もらうことができるようになりました。

（3）今後の取組
今後は、本構想に基づきに30万本のどんぐり苗
の植樹を目標に、響・どんぐり銀行と並行して植
樹会を進めていきます。

鳥がさえずる緑の回廊　植樹会（H28.3.26）

4. 環境首都100万本植樹プロジェクト
6 . 環境首都 100 万本植樹プロジェクト

（1）目的
「環境首都100万本植樹プロジェクト〜（愛称）ま
ちの森」は、環境モデル都市の第1号の取組として、
平成20年10月4日、環境首都シンボルイベントで
ある｢エコスタイルタウン｣で、記念となる１本目

緑の回廊づくり

緑に囲まれた工場立地環境づくり イメージ図 響灘ビオトープ

森づくりの指標：安瀬の森市民による植樹活動
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取組事例

中長期的な方針を定め具体的な取組を進める
株式会社デンソー九州

⃝㈱デンソー九州について
当社では、カーエアコンなどの自動車部品の製造を

行っています。平成5年に㈱デンソーの九州工場とし
て生産を開始した後、平成18年に㈱デンソー100％
出資会社として独立し、平成26年には「地域を代表
する会社への発展を目指した新たな一歩を踏み出す」
という思いを込めて現社名を変更し、広島工場ととも
に西日本エリアの自動車産業を支えています。

⃝「デンソー九州環境方針」について
親会社のスピリットを受け継ぎ、中長期的な視点で

「環境方針」を策定しています。2050年の持続可能
な地域・社会に向け新たな環境価値を創造するため、 
2025年に達成すべき『ターゲット3』として「エネルギー 
1/2（生産効率の改善）」、「クリーン×2（順法や改
善）」、「グリーン×2（自然共生）」を定めるとともに、
ターゲットの達成に向けた『アクション10』として生産・
工場・社員・経営の全ての事業領域で様々な取組を
進めることとしています。

「アクション 10」（「デンソー九州環境方針」より）

なお、取組を進めるに当たっては、ISO14001など
の既存の環境マネジメントシステムを活用し、年2回
の環境委員会や毎月の進捗報告を通じ、進捗管理を
行っています。

⃝ターゲット達成に向けた具体的なアクション
工場による環境負荷の低減を図る「エコファクトリー」

に関して、震災後の電力供給の逼迫を背景に、平成
26年にコジェネレーションシステム（自家発）を導入

するとともに、工場照明のLED化などを進めています。
また、切削工程に専用の分離回収装置を開発・導入
することで、金属くずと切削油のリサイクル率の向上を
図るなど、社員が一丸となりターゲットの達成に向け取
り組んでいます。

コジェネレーションシステム

⃝地域に根差した企業を目指して
地域に根ざした企業を目指し、操業当時から工場

周辺の地域活動に参画するとともに、2001年からは
地域住民との「地域環境懇談会」を開催しています。
平成28年度は、ゴミゼロ活動、児童養護施設の草刈
活動、芦屋町海浜公園の清掃活動などを行いました。

海岸清掃

また、社員の健康づくりの一環として、「禁煙推進プ
ロジェクト」を立ち上げ、卒煙支援や受動喫煙防止に
取り組み、この度、同取組みが評価され、「第4回北
九州市健康づくり活動表彰市長賞」を受賞しました。

引き続き、当社「環境方針」に基づき、中長期的な
視点で様 な々取組を推進していきます。

第 3章 平成27年度の取組状況
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が市長から赤ちゃんに手渡され、スタートしました。
本プロジェクトでは、�“みんなで植えれば100万
本！”�を合言葉に、市民・企業・NPO・行政などさ
まざまな主体が、市内各地に植樹を行っています。
プロジェクトの推進組織として、スタートと同
時に、市民、企業、NPO、行政などからなる「みど
りネット」（みんなで�どこかで�りょっかネットワー
ク）を併せて創設しました。

プロジェクトスタート時のイベント

（2）成果
平成27年度（平成28年3月末時点）は、31,949
本の苗木が市内各地に植樹されました。

【主な取組】
•企業の取組
ひびきエル・エヌ・ジー㈱で15,000本、ひびき
灘開発㈱で1,055本が植樹されました。

•ホームページでの情報発信
まちの森のホームページ�（http://www.machinomori.com）
を開設し、各団体・企業の植樹活動や植樹関連イベ
ントを紹介しPRしました。

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〜

北九州市でこれまで培ってきたものづくりの町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
構造への変革を図る。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検討していく。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。

1 . 北九州市地域エネルギー政策の推進

（1）政策の背景
本市は、これまで環境モデル都市・環境未来都
市として、低炭素社会づくりの視点から省エネル
ギー・再生可能エネルギーを中心に取組を進めて
きました。
しかし、東日本大震災を境に、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、安
定・安価なエネルギーの供給についても、市とし
て取り組むこととしました。

（2）政策の目標
北九州市の持つ再生可能エネルギーや高効率
火力発電の立地ポテンシャル、スマートコミュニ
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ティの実証を通じたエネルギーを賢く使う省エ
ネの知見、などを活かし、低炭素・安定・安価なエ
ネルギーを供給することを目的としています。
•「省エネルギー（ネガワット）の推進」
•�「再生可能エネルギー・基幹エネルギーの創出
拠点の形成」

•「安定・安価で賢いエネルギー網の構築」
の3つのリーディングプロジェクトを掲げ、地
域の成長を支える地域エネルギーの拠点の形成
とともに、それを活用した最先端のモデルの構築
を図ることを目指しています。

（3）これまでの取組
•東日本大震災後、平成23年度から検討着手。
•平成24年度は、地域エネルギーのあり方を検討。
•�平成25年度は、地域エネルギー推進会議を設置
し、方向性について、意見、助言を収集。加えて、
火力部会・風力部会も開設。火力部会では公募
により20社が参加。

•�平成26年度は、「洋上風力発電・高効率火力発電
の立地促進」「地域エネルギー会社の検討」の2
つを柱として取組を実施。

（4）平成27年度の取組
洋上風力発電・高効率火力発電の立地促進に取
り組むとともに、地域のエネルギーマネジメント
の実現に向けて、㈱北九州パワーを設立し、市有
公共施設に電力供給を行う準備を開始しました。
洋上風力発電については、環境省の「平成27年
風力発電等に係る地域主導型の戦略的適地抽出
手法の構築モデル事業」のモデル地域に採択され、
自然環境調査や市民・企業向けセミナーを実施し

ました。
また地域の未利用木質バイオマスを有効活用
するため、国、県をはじめ、北九州市森林組合、関
連企業、市農林部門からなる「北九州市バイオマ
ス有効活用検討会」を開催し、供給側、利用側の
シーズ・ニーズ把握とマッチングの可能性につい
て検討しました。

2 . 北九州市の水素に関する取組

（1）背景
水素は、二酸化炭素を発生させない究極のク
リーンエネルギーとして注目されています。本市
では、水素エネルギーを有効活用する社会システ
ムの構築を目指しています。

（2）水素ステーション
•商用水素ステーション
平成26年10月に小倉北区に岩谷産業㈱による
九州初（全国2番目）の商用水素ステーションが
開所し、平成27年12月には八幡東区にJXエネル
ギー㈱による市内2箇所目の商用水素ステーショ
ンが開所しました。
•スマート水素ステーション（SHS）実証
平成26年12月から岩谷産業㈱、本田技研工業
㈱と本市が連携し、コンプレッサーが不要な高圧
水電解システムを採用したコンパクトなパッケー
ジ型の「スマート水素ステーション」を若松区の
エコタウンセンター内に設置しました。平成27
年度は、スマート水素ステーションと太陽光・風

第 3章 平成27年度の取組状況
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力発電設備を接続し、CO2排出ゼロの水素製造実
証実験を実施しています。

JXエネルギー水素ステーション東田 スマート水素ステーション

（3）燃料電池自動車（FCV）
平成27年2月に、公用車として燃料電池自動車
を率先して導入しました。現在3台導入しており、
事務連絡に利用するほか、イベント等での展示に
も活用しています。

（4）北九州市水素供給拠点形成連絡会議
水素に関する情報共有を図るとともに、水素の
地産地消の可能性を検討し、普及拡大につなげる
ことを目的に官民のネットワークとなる「北九州
市水素供給拠点形成連絡会議」を設置しています。
会議は、国、県、市、地元産業界、学識経験者、水素
供給事業者、自動車メーカー等、17団体で構成し
平成27年度は情報共有を中心とした意見交換を
実施しました。

（5）今後の取組
今後も、将来の「水素エネルギー社会」の実現に
向けて、また市民の皆さんに、水素や燃料電池へ
の理解と関心を高めていただくため、「水素ステー
ションの誘致」、「燃料電池自動車の普及促進」、
「水素に係る実証実験」をはじめとした、水素に関
する取組を進めていきます。

3. 次世代エネルギー設備導入促進事業

（1）目的
工場や事業所における一層の省エネルギー対
策を推進するため、消費エネルギーの見える化に
取組み、かつ省エネ設備を設置する市内の中小企
業等に対し、費用の一部を補助する事業を実施し
ています。

（2）補助対象事業
「（A）の機器類を導入」し、かつ「（B）の省エネ設
備を複数設置」する事業が対象です。そのほか（C）
の新エネ設備と（D）のサービスを加えることがで
きます。
（A）�デマンドコントローラー等の消費エネルギー

の見える化を図る機器類
（B）高効率空調設備、高効率照明等の省エネ設備
（C）太陽光発電設備、蓄電池などの新エネ設備
（D）�「北九州エコプレミアム」に認定された省エ

ネに寄与するサービス

（3）補助対象者
ア . 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
（みなし大企業は対象外）

イ .�法人税法第2条第6号に定める法人のうち、市
長が認めるもの（医療法人、社会福祉法人など）

ウ . 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項
各号に掲げる中小企業団体のうち、市長が認
めるもの（中小企業で構成する組合など）

（4）補助対象要件
補助金の申請者は次に掲げる要件を全て満た
す必要があります。
ア . 市内にある事業所等に設備を設置すること
イ . 工事の施工者、サービスの提供者が市内事業
者であること

　���　例外として、消費エネルギーの見える化を
図るため、電力会社のサービスを活用する契
約に限り、市外業者と契約することも可能です。

ウ.�補助対象物件が他の補助を受けていないこと
（国補助等との併用不可）
エ.市税を滞納していないこと
オ.北九州市暴力団排除条例に抵触しないこと

（5）補助対象経費
①�（A）�消費エネルギーの見える化を図る機器

類の新規導入にかかる設備代及び工事
費（導入後の利用にかかる費用等を除く）

②�（B）�省エネ設備の設置にかかる設備代及び
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取組事例

業界のトップランナーを目指して
株式会社トーカイ

⃝㈱トーカイについて
当社は、鉄スクラップを主原料とした鉄筋コンクリー

ト用棒鋼の製造・販売を行っています。平成28年に
創業100周年を迎え、また、合同製鐵株式会社（大阪
市）の100％子会社として新たなスタートを切りました。
地球環境との調和をテーマに、鉄資源のリサイクルを
通じて社会へ貢献すべく事業を展開しています。

⃝暮らしと建物を支える㈱トーカイのものづくり
当社の製品は、国内の多くの建築物で使用され、

中でも、「若戸大橋」は
鉄筋加工品の継手 FD
グリップが北九州市内
で初めて使用された大
型建築物であり、今年供
用開始する「ミクニワー
ルドスタジアム北九州」
にも当社の棒鋼が使用
されています。また、近
年、高層ビルの需要の高
まりにより、耐震強度の
向上を目的とした高強
度鉄筋や超高張力鉄筋
の需要も増えています。

⃝環境配慮活動と実施体制について
平成22年に、環境マネジメントシステムISO14001

の認証を取得し、自社で定めた「環境方針」に基づき、
エネルギーの有効利用や廃棄物の抑制、新技術の導
入などに取り組んでいます。また、代表取締役社長をトッ
プとした実績検討会を毎月開催し、関係セクションと
情報共有を図りながら進捗管理を行っています。

⃝省エネの取組み
これまで棒鋼の製造工程は、鋳造された鋼片を圧

延する際に再加熱が必要とされていましたが、当社で
は、平成 10年に鋳造工程から圧延工程に直接搬送
するCCDR設備を開発・導入しました。同設備の導
入により直送圧延率を95％に向上させ、再加熱に必

要となる重油を年間4,800kℓ削減（約13,000t-CO2

に相当）しました。
また、電気炉における電力原単位の改善を目的に、

トランス送電パターンの変更、副原料アルミ灰の使用
増、及び酸素減操業などの取組みにより、平成29年１
月に新記録（368kWh/t-製鋼生産量）を達成し、約
６％の改善に成功しました。さらに、平成27年に市の
中小企業省エネ設備導入補助事業（現：次世代エネ
ルギー設備導入促進事業）を活用し、圧延工場の天
井照明の全面LED化を図ったところ、電力使用量を
年間約13.4万kWh削減できたことに加え、建屋内が
これまで以上に明るくなったことにより「作業環境の向
上」という相乗効果も表れています。

生産工程図

⃝業界のトップランナーを目指して
これまでの取組みの成果もあり、当社は、「エネルギー

の使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」の平
成20年改正時に設定された業種毎ベンチマーク（省
エネ状況を比較する指標）を当初から達成しています。
現在、同業種の全国33社のうち６社しか達成できて
いない状況であり、今後も、業界のトップランナーとし
て環境配慮活動に積極的に取り組んでいきます。

なお、お客様にとって工場や事務所が快適な場所
となるようにという想いで、今秋に事務所をリニューア
ルする予定です。

トーカイ製品（FDグリップ）

第 3章 平成27年度の取組状況
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取組事例

サービスの質と省エネのバランスを考慮しつつ、地元の魅力を伝える
観山荘本館（有限会社 観山荘）

⃝観山荘の紹介
当社は創業60年の老舗料亭・旅館です。種類豊か

な地元の厳選食材を用いて、伝統の技術で四季折々
の日本料理でおもてなしを行っています。家族でのお
食事からにぎやかな宴会まで、お客様のご要望に合
わせたサービスを提供しています。

観山荘本館

⃝自然豊かな地元の幸と「地産池消」
市中心部から南側にかけて600メートル以上の山々

が連なり、北から東側を海に囲まれた北九州は、日本
で有数の食材に恵まれた土地です。中でも全国的に
も有名なのは、北九州名産の「合馬の筍」と北九州の
自然豊かな山間部で飼育された「小倉牛」です。また、
玄海灘のイカやブリ、関門海峡のたこやアワビ、そして
周防灘のハモなど種類豊富な魚介類が水揚げされま
す。「地産池消」の観点から地元の旬の食材を活かし
て料理をご提供するとともに、北九州の魅力もお届け
できるように心がけています。

季節の料理

⃝省エネ機器の導入
大型空調機器の更新時期を迎えていることもあり、

省エネ診断員の協力のもと、導入後のエネルギー使
用量及び温室効果ガス排出量の削減効果を評価し
つつ、照明のLED化等も含め省エネ機器の導入に向
けた議論を重ねてきました。

機器の導入に当たっては、投資回収期間、期待さ
れた効果及びサービスの質への影響など総合的な判
断が必要ですが、数年前に自宅をリフォームしたことも
あり近年の省エネ技術に信頼を持てたこと、市の中
小企業省エネ設備導入補助事業（現:次世代エネル
ギー設備導入促進事業）を活用できたことなどが後押
しとなりました。

GHP 空調

⃝省エネ効果と今後の課題
今回、GHP（ガスヒートポンプ式）空調のリプレース、

共用部照明のLED化及び節水型トイレの導入を実施
し、電力使用量の削減により年間約6,000kgのCO2

削減を見込んでいます。既に当初の予測を上回る効
果が得られており、光熱費の削減による経営強化に繋
がっています。

一方で、試行錯誤を繰り返した結果、食器や食材
の発色状況を勘案し、客室の全面LED化は断念しま
した。今後の課題として、技術開発の状況を見つつ、
引き続き検討を進めていく予定です。

最後に、今回ご紹介させていただいた当社の取組
みが、今後省エネ機器の導入を検討されている皆様
へお役に立てれば幸いです。
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工事費
③�（C）�新エネ設備の設置にかかる設備代及び

工事費
④�（D）�省エネに寄与するサービスの利用にか

かる費用�（初回分のみ）

（6）補助率、補助額
①②③④合計の3分の1以内で、50万円から300
万円まで。
中小企業基本法に定める小規模企業者につい
ては下限はありません。
※�平成23年度から実施していた「中小企業省エネ設
備導入促進事業」は平成27年度で終了しました。

4. 北九州エコプレミアム産業創造事業

市内で生産されている環境配慮型製品や環境
負担低減に寄与するサービスを「北九州エコプレ
ミアム」として選定し、広くPRを行うことにより、
その販売促進を行うことを目的として、平成16年
度に創設しました。
平成28年3月末時点で、159件の製品や技術、
39件のサービスを選定しています。
〈主な選定製品・サービス〉

環境配慮自動洗浄小便器
ＴＯＴＯ㈱

楽しい㈱

㈱クロサキ

食品廃棄物地域循環圏
形成サービス

単塔式嫌気好気併用型生物
処理装置（アクアハート）

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、大学等と連携しながら推進する。このESD
を軸としながら、本市でこれまで整備してきた環境学習施設、施策と豊かな自然を結びつけて、低炭素
社会の観点から体系化し、あらゆる世代が実践的、総合的に学べる環境学習システムを強化・構築する。
また、このシステムを活用して、市民・NPO、企業等による環境活動の促進をはじめ、各主体による協働
の取組みをリードし、環境行動の変革を導く人財を育成し、世界の環境首都づくりに向けて活力を一層
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、システムの専門家の輩出拠点を築く。

1 . 北九州市地域エネルギー政策の推進

（1） ESD について
ESDとは、「持続可能な開発のための教育

（Education� for�Sustainable�Development）」
の略称で、「持続可能な未来や社会づくりのため
に行動できる人の育成を目的とした教育」のこと
を言います。

第 3章 平成27年度の取組状況
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ESD�活動の対象は、学校教育だけでなく、社会
教育や�企業の人材育成など、持続可能な社会づ
くりに向けた人づくりにつながる全ての活動が
該当し、分野も環境、人権、福祉、ジェンダー、多
文化共生など多岐にわたります。
2002（平成14）年のヨハネスブルグ・サミット
で日本が提案した「ESDの10�年（2005〜2014
年）」は、国連総会で満場一致で採択され、世界規
模の取組が行われました。最終年には「ESDに関
するユネスコ世界会議」が、愛知県・名古屋市と岡
山市で開催され、10年間の成果を振り返るととも
に、後継プログラム「グローバル・アクション・プ
ログラム（GAP）」が正式に採択され、今後も積極
的にESDを推進していくことが共有されました。

（2）本市が目指す ESD
「世界の環境首都」「環境未来都市」の実現を目
指す本市の目標は「持続可能な社会」を構築する
ことであり、「北九州ESD」はまさに、それを担う
人づくり場づくりのための活動です。本市では、
市民・NPO、学校、企業、行政等からなる「北九州
ESD協議会」を中心に、ESD活動を推進していま
す。その活動において、「感じる」「学ぶ」「行動す
る」「つながる」「広がる」「共有する」ことができる
ESDの視点を持った人財を育成するため、参加体
験型の実践学習を重視し、市民への啓発を進めて
います。

（3）国連大学・地域拠点（RCE）の認定
国連大学は、全世界でのESDを推進するために

「ESDに関する地域拠点（RCE:Regional�Centre�
of�Expertise）」づくり及びそのネットワークの
構築を進めています。
本地においては、平成18年に「RCE北九州」と
して国内4番目のRCEとして認定されました。こ
れを通じ、国内外のRCEとの連携強化を図ると
ともに、本市のESD活動の発展に努めています。
（平成28年1月現在のRCE：146地域、うち国内7地域）

（4）これまでの取組
当初、44団体で発足した北九州ESD協議会は、
現在では大学や企業をはじめ、環境活動や多文化
共生などを実践する74団体（平成28年3月現在）
まで輪を広げ、各専門分野を活かした活動やパー
トナーシップによる取組を進めています。
（平成27年度の主な活動）
•�平成27年度から5年間のESD普及の行動計画
「北九州ESDアクションプラン」を産学官民が
協働で策定

•�「より良い未来づくり」に向けて、既に地域で
行っている様々な活動に、持続可能なまちづく
りの視点を加える（＋ESD（プラスESD））ため、
地域活動の核となる市民センター館長等を中
心に�ESDコーディネーター研修を開催

•�市内10大学の連携による「北九州まなびと�
ESD�ステーション」において、大学生を中心と
した20を超える地域の課題解決に向けた活動
を実施

•�高校生を対象とした地域や身の回りの課題解
決活動を支援する取組み「マイプロジェクト」
を北九州まなびとESDステーションと連携し
て実施

•�企業へESDを普及するため、北九州環境ビジ
ネス推進会（KICS）においてESD研修を実施

•�タカミヤ・マリバー環境保護財団、北九州市立
大学等と協働で、戸畑婦人会自主制作映画「青
空がほしい」制作50周年を記念したシンポジウ
ムを開催
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タカミヤ・マリバー環境保護シンポジウム
～よみがえるあおい海あおい空～

マイプロジェクト（スタートアップ合宿）

（5）今後の取組
平成27年度に策定した「北九州ESDアクショ
ンプラン」、国の「ESD国内実施計画」などをふま
え、さらなる取組強化を目指します。具体的には、
これまでの取組に加え、
•�あらゆる主体へのESDの普及を目指し、北九
州ESD協議会の推進体制を強化

•�地域における�ESD普及の鍵となる「ESDコー
ディネーター」の育成と実践事例の創出、発信

•�若い世代、企業への重点的な取組支援と啓発強化
•�北九州まなびと�ESD�ステーションやユネスコ
スクールとの協働推進　などを行います。

2 . 北九州市環境首都検定の実施

（1）目的
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。
これは、「北九州市環境基本計画」（平成25年2
月改定）の戦略プロジェクト並びに「北九州市環
境モデル都市行動計画」の取組の一つです。
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
を広げるとともに、本市の環境首都への取組にお
ける認知度を高め、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27年度は、本会場以外にも、市民センター
での受検をモデル的に実施しました。
また、ていたんとブラックていたんも受検し、
子どもたちに環境学習の大切さを伝えました。

（2）検定の概要（平成27年度）
［受検資格］なし

［受検料］無料
［出題形式］ジュニア編：問題数25問（4択形式）
　　　　　��一　般　編：問題数40問（4択形式）
　　　　　��上　級　編：問題数50問（4択形式）
［合否判定］�70点以上合格
［出題範囲］
•�ジュニア編：小学校高学年用環境教育副読本
　�「みんなで守ろう！！きれいな地球」＋�副読本
追加版

•�一　般　編：公式テキスト
•�上　級　編：公式テキスト＋時事問題等

検定実施会場 平成 27 年度 表彰式

（3）実施結果（平成27年度）
［実施日時］平成27年12月13日（日）�
　　　　　10:00〜11:00
［会場］西日本総合展示場、
　　　市民センター（田野浦、志井、島郷、池田）
［実施結果］

受検者数

平均点

合格者数

合格率

1,530人

71.1点

846人

55.3%

1123人

67.1点

578人

51.5%

2,774人

69.2点

1,462人

52.7%

ジュニア編 一般編

121人

62.8点

38人

31.4%

上級編 計

［特徴］
①��家族、学校、企業、地域団体など様々なグルー
プで受検（76団体、1,074人）

②��幅広い年齢層で受検（8才〜85才）
③��市外からも59人が受検（千葉県、鹿児島県、大分
県等）

（4）今後の取組
平成28年度は、12月11日（日）に実施します。受
検者の皆さんからいただいたアンケートの結果
も参考にしながら、より楽しく、より役立つ北九

第 3章 平成27年度の取組状況
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取組事例

自分で考えることの大切さを伝える
中原保育園（社会福祉法人北九州市戸畑民生事業協会）

⃝中原保育園のご紹介
昭和8（1933）年に開設し、地域と共に歩んできた

保育園です。めざす子ども像として、『自分でしっかり
考え、思っていることを表現し、行動できる子ども』を
掲げ、年齢の異なる園児たちが一緒に学んだり遊んだ
りする「わくわくどきどきごっこ（異年齢交流）」を積極
的に取り入れています。

同取組を通じ、年齢や世代を超えた人との繋がり
を大切にしています。

⃝エコあそびと3R活動推進賞受賞
環境活動のきっかけは、エコ・マザー活動（環境教

育支援ボランティア）を活用し、園で講演してもらった
ことでした。

現在、園児の遊び場に、リサイクルマークなど3R（リ
デュース、リユース、リサイクル）に関する様 な々絵を貼っ
ており、園児がこれを見ながら、先生や保護者へマー
クの意味を説明するなど自発的に学べるような環境を
整えています。また、廃牛乳パックを活用した遊具作り
や空き缶のプルタブを集めなどの活動も行っています。

エコマークを説明する園児

今では、園児自身がエコを考えるようになり、節水
の観点から、足洗い場で水を細く出すように心掛ける
ようになり、それを園児同士で教え合うようにもなって
います。

このたび、『第10回3R活動推進賞』を受賞し、北
橋市長より表彰状をいただきました。当園の環境活動

が評価され、とてもうれしく思っており、今後の励みに
なりました。

⃝園の緑化と菜園づくり
5年前の施設移転時から「園の緑化」に取組みは

じめ、最初は入口にシクラメンを植えただけでしたが、
その後園児とともに様 な々花を植え、今では園庭全体
に緑が広がっています。こうした園児のがんばりも評
価され、『第 20回花と緑のまちづくりコンクール』で新
人賞を受賞しました。

緑化に取り組む園庭

また、食育の観点から、園庭に菜園を設置していま
す。園児が何を育てるかなどを話し合い、夏にはなす
やトマトなど、冬にはスナップエンドウやソラマメなど
を育てており、園の季節を彩っています。自ら野菜を
育てることで、「食べること」への興味や関心が高まる
ことを期待しています。

　�園からのメッセージ
みんなが幸せに暮らせる持続可能な社会づくりに

向けて、その担い手である園児に、引き続き、エコの
大切などを暮らしの中で伝えていくとともに、当園で
の生活を通じ、めざす子ども像である「自分の言葉で、
自分の気持ちを話すことができる子ども」に育ってもら
いと考えています。
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州市らしい検定制度を確立し、環境への意識の向
上、ライフスタイルの変革につなげていくことを
目指します。
また、企業のCSR活動に役立てていただくなど
様々な場での活用の拡大を図っていきます。

3 . 子どもへの環境教育の推進

（1）北九州こどもエコクラブ活動の推進
「こどもエコクラブ」とは、子どもたちが自主的
に環境に関する学習や活動を行うクラブです。平
成27年度は、32クラブ、1,268人の幼児から高校
生までが活動し、子どもたちの主体的な環境活動
が促進されました。
また、登録クラブ間の

交流会を実施、エコクラ
ブだよりの発行、未来ホタ
ルデーに参加をしました。 平成 27 年度交流会の様子

（2）環境教育副読本による環境学習の推進
幼児から中学生までの発達段階に応じた環境教
育副読本を平成12年度から平成18年度にかけて
作成しました。本文に本市の事例を用いることで、
低炭素社会のよさを子どもたちに気づかせ、身近な
ところからエコライフに取り組んでみたいと思える
ような教材にしています。教育現場では、総合的な
学習の時間などで積極的に活用されています。
1�幼児用「コスモスぼしからきたペルル」A4判汎用型
2�幼児用「コスモスぼしからきたペルル」大型絵本
3�幼児用「コスモスぼしからきたペルル」点字体と音声CDセット
4�小学校低学年用「地きゅうはみんなのおともだち」
5�小学校中学年用「もっと知りたいみんなの地球」
6�小学校高学年用「みんなで守ろうきれいな地球」
7�小学校教師用指導書
8�中学生用「未来につなごうゆたかな地球」
9�小学校高学年用別冊公害克服編「青い空を見上げて」

また、自ら環境に対する正しい知識を身につける
とともに、感受性を育んでいくことを目的とした環
境教育ワークブック「みどりのノート」を平成21年
度に作成し、平成22年度より市内の全小学校に毎
年配布しています。

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

環境モデル都市の認定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。

1 . ていたんポイント事業

（1）概要
子どもから年長者まで幅広い市民が、気軽に楽しく

環境活動に参加することを促すため、環境活動に参
加した市民に対してポイントを付与する「ていたんポイ
ント事業」を平成27年12月からスタートさせました。
環境活動に参加するたびに「ていたんポイント」
が貯まり、ていたんグッズやエコグッズなどが当

たる抽選会に参加できます。
これにより、市民環境力の一層の向上を図ると
ともに、温室効果ガス排出削減、まちのにぎわい
づくりや地域コミュニティ活動の活性化につな
げていきます。
また、ポイントの対象と
なる環境活動は、順次拡
大することとしています。

第 3章 平成27年度の取組状況
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（2）ポイント事業の流れ

①　環境活動に参加する

環境学習関連施設の来訪、「まちなか暖ラン♪」や「市
民植樹会」への参加など、環境活動の内容に応じて「てい
たんポイント」がもらえます。

▼

②　ポイントをためる

「ていたんポイント」は、「シールをポイントカードに貼
付すること」、「交通系ＩＣカードを端末にタッチすること」
のどちらでも貯めることができます。
※�交通系ＩＣカードによるポイント付与は、当面、環境
学習関連施設の来訪及び植樹会への参加のみ。

▼

③　ポイントの利用

10 ポイントごとに抽選会に参加でき、市の環境マスコッ
トキャラクター「ていたん」のグッズやエコグッズなどが
もらえます。

2 . 北九州エコライフステージ

（1）目的
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。

（2）事業内容
平成14年度に開始してから、開催14年目を迎え
た平成27年度は、延べ約203万5千人の市民が参画
し、193行事を実施しました。その主な事業は以下
のとおりです。
ア.シンボル事業「エコライフステージ2015」
開催日：平成27年10月10日（土）・11日（日）
会　場：北九州市役所周辺広場
テーマ：�環境首都北九州
　　　��ここで暮らせてよかったと思えるように
内　容�
•�それぞれの出展のテーマに合わせて、9のテー
マゾーンを設置

•�環境活動に取り組む団体による有機野菜等を
使った食のコーナー、環境商品の展示・販売、リ
サイクル工作教室など、日常生活に密着し、環
境に配慮したライフスタイルを提案する出展

シンボル事業「エコライフステージ 2015」

•�マスメディアの参画によるステージイベント、
番組の制作・放映

•�CO2の削減が実感できる、環境に配慮した会場
運営の実施（デポジット制によるリターナブル
食器の利用、次世代クリーンエネルギー（水素
エネルギー）による発電、バイオディーゼル燃
料による発電等）

•�小型電子機器等のリサイクル資源の回収
•�北九州市立大学の学生の企画・運営による「エ
コスタイルcafé」の実施

イ. 地域・テーマ別事業（通年事業）
会　場：市内一円
内　容
市民団体、企業、学校等の様々な環境活動を行っ
ている団体を紹介することで、市民団体・企業間
の相互交流による環境活動の拡大、ネットワーク
の広がりが生まれました。（192事業）

（3）成果
北九州エコライフステージは、参加者が年々増
加しており、市民に環境の環（わ）が広がっています。
シンボル事業「エコライフステージ2015」では、
89団体、15万1千人の市民が参加し、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「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、フードロスゼロの推進を行
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。

（4）今後の取組
エコライフステージ2015では、｢環境首都北九州
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　ここで暮らせてよかったと思えるまちに｣をテーマ
に、未来へつなぐ持続的な活動を推進しました。特
に、若者のゾーンを新設し、幅広い世代の環境活動
を提案しました。今後も、新しい企画を取り入れな
がら、北九州市の環境活動を国内外へ発信していく
ことを目指します。

3 . ごみの減量化・資源化の取組

（1）北九州市循環型社会形成推進基本計画の策定
持続可能な社会の実現に向け、従来の「循環型」
の取組に、「低炭素」、「自然共生」の取組を加え、先
駆的な廃棄物行政のあり方を示す「北九州市循環型
社会形成推進基本計画」を平成23年に策定し、平成
28年には、経済社会状況の動向や産棄物量の変化
等に対応するため、計画の中間見直しを実施しまし
た。今後は改定した計画に基づき取組を推進します。

（2）これまでの具体的施策の実施
ア.家庭系ごみの循環システム構築の取組について
 （本市の主な取組）
平成5年7月　�かんびん分別収集の開始
平成10年7月　�政令市初　家庭ごみの有料指定袋

制導入　
平成18年7月　家庭ごみ収集制度の見直し
平成23年8月　�「北九州市循環型社会形成推進基

本計画」を策定
平成28年8月　�「北九州市循環型社会形成推進基

本計画」の改定
イ.事業系ごみ対策の強化について
平成16年10月から、事業系ごみについて以下の対
策を実施しました。

（実施内容）
•�事業系ごみの市収集の原則廃止　
•�自己搬入ごみの処理手数料の改定（700円／
100kg⇒100円／10kg）

•�リサイクル可能な古紙・廃木材の市施設への受
け入れ廃止

•�かんびん資源化センターへの自己搬入の廃止

■古着の分別・リサイクル事業

(1) 事業の概要
北九州市では、古着の分別・リサイクル事業を、
平成26年5月に開始しました。
現在、区役所等の公共施設のほか、クリーニング
店や大手小売事業者の協力を得て、市内約130ヵ
所で回収しています。
回収された古着は、市内企業が再生繊維にリサ
イクルし、自動車内装材として、北部九州の主要自
動車メーカーに供給される他、一部は国内でリユー
スされます。

市民センターなど

(2) 事業の特徴
これまで焼却されていた古着を、北九州市を中
核とした近隣地域圏内で有用資源として利用する
地域循環圏を確立することにより、環境負荷を低
減するごみ減量・資源化を目指しています。
環境産業と自動車産業が集積する本市の特性を
活かし、自動車内装材として高い付加価値と確実
な需要先を確保したリサイクルを実現し、地域の
グリーン成長を図ります。
民間・行政の連携により、回収からリサイクル
製品の利用まで一貫した古着リサイクルシステム
を構築したのは全国初であり、事業参加者の一体
的な取組を目的に、「北部九州・古着地域循環推
進協議会」を設立し、事業を推進しています。

第 3章 平成27年度の取組状況
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取組事例

地域と共に歩み、自然の恵みを家庭に届ける
ニシラク乳業株式会社

⃝ニシラク乳業㈱について
当社は、牛乳や乳製品等の処理・加工・販売を行っ

ています。昭和22年７月に創業し、当時の経営母体
である西日本酪農業協同組合連合会の名前に因んで

「西酪牛乳」が誕生しました。
平成元年に、更なる生産能力の増強及び作業環境

の向上を図るため、それまで生産拠点であった小倉
工場（小倉北区金田）から本社・新工場（小倉南区朽
網）に移転し、現在の生産体制を整備しました。

⃝学校給食でお馴染みの当社製品
当社は、日々、学校給食用の牛乳を生産し、北九州

市及びその周辺市町村の約360校へ届けています。そ
の原料となる「生乳」については、地元の自然の恵み
を届けるべく、「地産池消」を基本理念にすべて福岡
県産を使用しています。

また、近年は、コンビニエンスストア向けの清涼飲料
（麦茶等）の生産需要が増え、主力製品の一つとなっ
ています。

ニシラク乳業の製品

⃝マネジメントシステムの整備について
平成24年1月に、食品の安心・安全の管理体制の

更なる向上を目指し、国際規格FSSC22000の認証を
取得しました。同認証の取得をきっかけに、各セクショ
ンからの選抜メンバー（約10名）で構成される「廃棄
物チーム」と「エネルギーチーム」を組織し、社内のマ
ネジメントシステムを整備しました。各チームにおいて、

月1回の頻度で検討会を開催し、方策の検討や実績
報告を行いながら、廃棄物の削減、エネルギー効率
の改善、用水の有効利用などに取り組んでいます。

⃝ボイラの燃料転換（A重油から都市ガス）
平成26年に、経済産業省の補助事業を活用し、滅

菌処理のため使用頻度の高い貫流ボイラをリプレー
スしました。その際、省エネ・温暖化対策の観点から、
高効率機器を選定するともに、A重油から都市ガス

（13A）に燃料転換しました。これにより、年間エネル
ギー消費量を約3％、CO2排出量を約28％削減する
ことができました。

貫流ボイラ

⃝食の安全・安心と地域共生
食品を扱う事業者として、安全・安心な製品づくり

を最も大切にし、お客様や地域に開かれた工場であ
るべきという点から、操業当初から工場見学者を受け
入れてきました。現在の本社・新工場に移転する際に、
これまで以上に多くの見学者を受け入れられるよう、
工場の設計段階で「見学通路」や「プレゼンルーム」
の整備を盛り込みました。今では、市内の教育機関や
市民など年間約 2000人が当社工場の見学に訪れて
います。

また、空港の近いことから北九州市の玄関口として、
「クリーンアップ（清掃活動）」や「花の景観づくり」な
ど市が行う様 な々事業に協力しています。

今後も、地域に愛される企業を目指し、積極的に
様々取組を進めていきます。



1 9 0 1

24

（3）古着の処理実績と今後の取組
現在、近隣自治体や市外クリーニング店だけで
なく事業所の制服リサイクルなど事業参加体制が
広がっています。
27 年度は、市内外で約 661 トンの古着が回収

され、自動車内装材原料となったほか、一部は衣
服として国内でリユースされました。
今後は、地域団体による古着の回収促進も図り、
事業のシステム確立を目指します。

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〜

北九州市で育まれてきた低炭素社会づくりの取組を「北九州モデル」として整理し、アジア諸都市
との環境協力ネットワークをベースに総合的に海外へ移転することで、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。

1 . アジアの人材育成拠点形成

本市は、公害克服の過程で培った技術を、昭和
50年半ばから研修員の受入れや専門家派遣によっ
て、開発途上国の環境改善に役立ててきました。
昭和55年には公益財団法人北九州国際技術協力協
会（KITA）が発足し、本格的に環境分野の研修が始
まりました。
また、専門家派遣では独立行政法人国際協力機
構（JICA）などの国際機関の要請を受け、市職員を
アジアや中南米などに派遣し、現地で技術指導を
行っています。
これまでの実績は、研修員受入が156カ国・地域
から8,207人、専門家派遣が25カ国へ192人にの
ぼっています（平成28年3月現在）。

2 . アジア低炭素化センター

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」を設置しています。センターでは、本市に
蓄積してきた地元企業の環境技術を、アジア諸都市
とのネットワークを活用しながらビジネス展開する
ことを支援しており、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」を用いて、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ます。
平成27年度より「北九州モデル」を活用して、ベト
ナム・ハイフォン市と共同で策定した「ハイフォン市グ
リーン成長推進計画」に盛り込んだパイロットプロ
ジェクトを推進しています。

DIW、IRPC 社との協力覚書締結
（H26.12）

IEAT との協力覚書締結
（H26.8）

また、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。
市内中小企業が所有する技術・製品の、海外での
ニーズに合わせた現地での実証試験や、海外展開
のビジネスモデル構築のためのFSを支援するこ
とで、価格競争力・資金力・ブランド競争力を補い、
海外での販路拡大を支援するものです。平成27年
度は実証枠1件、FS枠3件を採択しました。

第 3章 平成27年度の取組状況
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3 . 日中大気汚染・省エネ対策共同事業

上海市、天津市、武漢市、唐山市、邯鄲市（中国）
本市は、平成26年度より、日中大気汚染・省エネ
対策共同事業を開始し、中国国内の大気の汚染源
解析や環境モニタリング等の協力を行うため、「専
門家の派遣」「研修団の受入れ」「共同研究」等を実
施しています。
平成27年度は、大気汚染等の現状を把握・分析
するため、専門家を5都市（上海市、武漢市、天津市、
唐山市、邯鄲市）に延べ16回派遣しました。　
また、中国側の技術者等の資質向上を目的とし
た訪日研修団を、4都市（上海市、武漢市、天津市、
唐山市）から延べ6回受入れました。

訪日研修の様子

今後は、各都市の進捗状況に応じて、専門家派
遣、訪日研修団の受入れを実施するとともに、具体
的な課題を解決するための共同研究やモデル事業
等を進める予定です。
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G7北九州エネルギー大臣会合

⃝大臣会合の概要
平成28年5月1日・2日、伊勢志摩サミットの関係閣

僚会合のひとつであるG7エネルギー大臣会合が北
九州市で開催されました。

主要7カ国及び関係機関の閣僚など400名を超え
る関係者が集まり、大臣会合のほか、歓迎レセプショ
ンやエクスカーションなどが行われました。

⃝大臣会合の開催まで
平成27年7月3日、北九州市でエネルギー大臣会

合が開催されることが決定しました。
経済産業大臣からは、会見の中で「北九州市は八

幡製鉄所の創業以来、重化学工業地帯として発展し、
日本の産業近代化や高度経済成長を牽引してまいり
ました。現在では、世界に先駆けるエネルギー政策を
掲げており、エネルギー大臣会合の開催地としてふさ
わしい」との発言がありました。

⃝大臣会合当日
会合初日の5月1日には、二国間会談が行われたほ

か、夕方からは歓迎レセプションとワーキングディナー
が実施され、地元食材を使った料理の提供や小倉織
による装飾、戸畑祇園大山笠や茶道などによるおもて
なしを行いました。

歓迎レセプション

2日目となる5月2日には、本会合が行われました。
「グローバル成長を支えるエネルギー安全保障」を

大きなテーマに据え、「エネルギー投資の促進」、「エ
ネルギー安全保障の強化」、「持続可能なエネルギー」
について議論を行い、共同声明が取りまとめられました。
この議論の結果は、G7伊勢志摩サミットに報告され、
首脳間の議論の基盤となりました。

本会合

午後からはエクスカーションが実施され、各国・機
関の代表らが、小倉城、八幡東区東田地区、（株）安
川電機を視察しました。

東田地区では、北橋市長から市の環境・エネルギー
政策について説明を行ったほか、地域節電所の視察、
燃料電池自動車での移動、小川福岡県知事による水
素タウンの説明などが行われました。

北橋市長によるプレゼンテーション

⃝大臣会合の成果
会合中、会場やプレスセンターにおいて、環境やエ

ネルギーに関する展示も行われました。
会合後の記者会見では、各国・機関代表から「北

九州市は、クリーンエネルギーへの転換が、経済を成
長させるとともに、エネルギーの安全保障強化につな
がることを実証した街で、大臣会合の開催地として最
適であった」などの発言がありました。

会合を通じ、本市の環境・エネルギー政策を広く国
内外に発信できたものと考えています。

第 3章 平成27年度の取組状況
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第 4章
気候変動への適応策

1. 適応策について                                    
地球温暖化に伴う気候変動によって引き起こさ
れる影響（気温の上昇、豪雨や台風の増加による被
害など）を防止・軽減するための対策のことです。
将来の気候変動に伴う被害の予測・評価に基づ
き、軽減対策の検討を進め、防災や衛生など既存の
取組を進める中で実現を図り、中長期的に適応能
力を高めていくことが必要です。

適応策事例 〜 自然災害・沿岸域分野 〜 高潮対策事業
港湾空港局

⃝過去の高潮による被害
本市門司区の白野江及び新門司地区では、平成

11年に発生した高潮により、護岸が崩壊し、500棟を
超える住宅・物流倉庫が浸水するなど甚大な被害を
受けました。

白野江地区における高潮被害状況（H11撮影）

⃝高潮対策について
このため本市では、過去の被災経験を踏まえ、高

潮等による災害から市民の生命・財産を守るとともに、
立地企業の事業活動の継続性を確保することを目的

に、臨海部において既設護岸の嵩上げや消波ブロッ
クの設置など、護岸整備を進めています。

新門司地区における護岸整備状況（H26撮影）

⃝災害に強い都市を目指して
前述の護岸整備に加えて、岸壁・橋梁の耐震化等

にも取り組んでいます。同時に、海抜表示看板の設置・
避難路の設定等のソフト施策も進めています。今後も、
ハード・ソフト一体となった防災機能の充実・向上に努
め、災害に強い都市を目指します。
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適応策事例 〜 健康分野 〜 熱中症予防
保健福祉局・消防局

⃝熱中症とは
熱中症は、高温のもとで体内の水分や塩分などの

バランスが崩れ、体内の調整機能が働かなくなるなど
により発症する障害（めまい、けいれん等）の総称です。

気温と熱中症による救急搬送件数（H27.7.20〜H27.8.5）

⃝予防啓発
本市では、市政だよりや啓発用チラシ、DVD・動画

等を活用し、市民や企業への予防・対処法の啓発を
行っています。

また、各区役所地域保健係へ、熱中症マニュアル
を配布し、市民への健康教育に取り組んでいます。

今後予測される気温上昇が熱中症に及ぼす影響を
踏まえ、引き続き、これら取組を推進する必要があります。

予防啓発用の動画
（詳しくは  熱中症〜予防と対策 北九州市消防局  検索）

⃝予防と対策のポイント
• 運動や作業中は頻繁に休憩をとり、水分・塩分、経口補水

液などをこまめに補給する。
• 外出時は通気性のよい服装、日傘や帽子を使い、日陰を歩く。
• 室内の気温・湿度に気を配り、冷房や扇風機を上手に使う。
• 頭痛、吐き気、めまいなどの症状がある時は涼しい場所で

休んで身体を冷やし、水分・塩分、経口補水液を補給する。
症状が改善しない時やひどくなるようなら病院で受診する。
• 自力で水が飲めない、意識がない場合は直ちに救急車を呼ぶ。

第 4章 気候変動への適応策

2. 北九州市が取り組んでいる適応策                                         

（1）農林・水産業
•�稲の高温耐性品種の導入推進
•�赤潮対策事業
•�新たな病害虫と対策について情報の収集及び
伝達　など

（2）水環境・水資源
•�公共下水道事業
•�下水処理水の再利用　など

（3）健康
•�救急医療体制の維持・確保
•�熱中症予防の普及啓発
•�蚊の生息調査・ウイルス保有調査　など

（4）自然生態系
•�響灘ビオトープ運営等事業
•�荒廃森林再生事業　など

（5）自然災害・沿岸域
•�河川事業（河岸や護岸の整備）
•�海岸事業（高潮対策）
•�防災ガイドブックの作成　など

（6）市民生活・都市生活
•�緑の基本計画に基づく緑化の推進�など
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第 5章
資 料 編

進捗管理指標                                                                                                                                       

１. 市域内の温室効果ガス排出量とエネルギー消費量
(1)温室効果ガス排出量

(2)エネルギー消費量
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進行管理指標                                                                                                                                       

３. 市内の再生可能エネルギー導入量（累積） ４. 市内の家庭用燃料電池設置数
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出典：西部ガス株式会社からのヒアリングに基づき市が作成。

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

第 5章 資料編

２. 市役所業務からの温室効果ガス排出量とエネルギー消費量
（1）温室効果ガス排出量

（2）エネルギー消費量
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５. 植樹本数 ６. 北九州市建築物総合環境性能評価制度（届出数）

７. ノーマイカーデー参加企業数 ８. エコドラ北九州プロジェクト参加企業数

９. 市内の次世代自動車（EV・PHV・FCV）保有台数 10. 市内の充電設備設置数（公共性を有するもの）

 11. 市内の水素ステーション設置数
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プラグインハイブリッド車（PHV）

燃料電池自動車（FCV）

合　計

900台

394台

10台

1,304台
出典：
 ・ EV（H27.12時点）：九州運輸局提供の北九州管内データ、軽自動車検査協会提供の北九州管内データ、
　　　　　　　　　 及び北九州管内の市町別自動車保有台数を元に、市が試算した推計値。
 ・ PHV・FCV（H28.3時点）：自動車検査登録情報協会提供の市内データ。

EV充電設備（H29.3 現在） 110 箇所
出典:CHAdeMO協議会公表データ及び市データを元に計上。

水素ステーション（H29.3 現在） 3箇所
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第 5章 資料編

12. エコライフステージ・シンボル事業参加者数 13. 北九州エコタウン視察者数

14. 環境ミュージアム来館者数 15. 響灘ビオトープ来園者数

16. 環境首都検定受験者数 17. 国際研修員受入数
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新潟市

つくば市

西粟倉村

北九州市

松山市

ニセコ町

尼崎市小国町

神戸市

御嵩町 富山市

下川町

帯広市

千代田区

宮古島市

横浜市

飯田市

京都市

豊田市

梼原町

水俣市

生駒市

堺市

 環境モデル都市における取組評価                                                 　　　　　　　　　 

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。
評価の方法は、5つの指標についてそれぞれ5段階で行われ、平成27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、内閣府地方創生推進事務局から公表されています。

（参考）5 つの指標
A: 取組の進捗
B: 温室効果ガス削減・吸収量
C: 地域活力の創出
D: 地域のアイデア・市民力
E: 取組の普及・展開
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北九州市
人口：96.1万人、世帯数：42.8万世帯（平成27年3月末現在）
就業人口：4,437百人（平成24年度）、市内GDP：3.3兆円（平成24年度）
面積：491.95㎢、森林率:42％（208㎢）

平成27年度の取組の総括

COP21における途上国も参加した削減方策の議論に向け、国が
新たなCO2 削減目標（約束草案）を定めたことを受け、環境モデル
都市行動計画の改訂に向けた検討を開始するとともに、多くの取組
について深掘り等を行った。

具体的には、地域エネルギーマネジメントの実現に向け、㈱北九
州パワーを設立した。また、水素社会実現へ向け、企業と連携しスマー
ト水素ステーションに太陽光・風力発電設備を設置し、CO2 排出フ
リー水素の製造実証を開始した。さらに、アジア地域への貢献として、
第17回日中韓三カ国環境大臣会合で支持された日中都市間連携協
力事業に基づき、専門家を16回派遣し、中国の研修団を6回受け
入れた。

引き続き、本市が目指す市民環境力をベースとした低炭素社会づく
りに向け、本市の特色を生かした取組を、積極的に推進していきたい。

A:施策進捗

（特記事項）

B:温室効果ガスの削減・吸収量 【平成26年度】

（特記事項）

A：取組の進捗

0
1

2
3

4
5

B：温室効果
ガス削減
・吸収量

E：取組の
普及・展開

C：地域活量
の創出

D：地域のアイデア
・市民力

��■�平成27年度の取組の評価結果 

5

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 11 22
算定式:
②/①
*100

5 130〜

b）ほぼ計画通り 1 24 24 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　35 ②　46 131 1 〜69

【参考指標】

出典:内閣府 地方創生推進事務局

【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（係数固定） 179,334 ー H26実績（暫定値）（実排出係数） 1,691 +0.1%

温室効果ガス吸収量 13,037 +0.3% H26実績（暫定値）（排出係数固定） 1,562 +3.6%

•第2期アクションプランに掲げる取組のうちフォローアップ対象と
なっている35取組について、平成27年度の実績は、追加・前倒し・
深掘りを行ったものが11、計画通り進捗したものが24であり、第1
期アクションプラン（2009〜2013）で整備した基盤を活用し、着実
に取組を進めた。

•特に、地域エネルギーマネジメントの実現に向けた取組では、平成
27年11月に地域エネルギー会社「㈱北九州パワー」（株主:地元企
業・金融機関、北九州市）を設立し、事業の第一段階として廃棄物

発電による電力を公共施設へ供給する体制を整備した。また、域内
のバイオマスの有効活用やバイオマス産業の成長等を目的に、官・民

（林業・産廃業）で「バイオマス有効活用検討会」を設置し、意見交
換を行い連携強化を図った。

•COP21に向け、国が新たなCO2削減目標（約束草案）を定めたこと
を受け、「環境モデル都市行動計画」改訂の検討を開始し、関係部署
とともに、既存の取組の再確認や見直し等を行った。

•本市のH26排出量＜暫定値＞は、1,691万トンで、前年度比＋0.1％
であり、ほぼ横ばいとなった。

•一方で、製造品出荷額当り排出量（万トン/億円）は、前年度比▲
6.8％（H25:852→H26:795）となったことから、域内のエネル
ギー効率の改善やエネルギーの低炭素化が着実に進んでいるもの
と考えられる。

•また、取組による削減量（係数固定）は、定量可能な把握分として計
17.9万t-CO2であった。

•今後も、㈱北九州パワーを活用した地域エネルギーマネジメントの
実施、アジア低炭素化センターを基点とした海外支援、洋上風力発
電の誘致などを国とともに進めており、更なる削減量の積み増しが
期待できる。

•主な削減量は、生産プロセスの改善による省エネルギーの推進 （▲
6.4万トン）、オフィス等での省エネルギーの推進（▲1.0万トン）、
太陽発電（メガソーラー等）の推進（▲5.6万）、風力発電の推進（▲
1.8万）、一般家庭への新エネの普及（▲2.2万トン）である。

第 5章 資料編
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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）

（平成27年度の取組の評価する点とそれを踏まえた平成28年度以降に向けた課題）

5

5

【参考指標】

【参考指標】

•市民の環境意識の向上等を目的に「環境首都検定」を実施。平成27
年度は、環境首都検定応援団の拡充（37団体→46団体）等を図る
とともに、学校会場を追加し、検定受検者も8歳から85歳まで幅広
い年代層が受検し昨年度に比べ350人増加した（2,971人申込、
2,774人受検、1,462人合格）。

•来場者に対して様々なエコライフを提案する西日本最大級の環境イ
ベント「エコライフステージ」（シンボル事業）を開催し、前年度を2.7
万人に上回る15.1万人が来場し、市民環境力の向上に貢献した。

•平成27年3月に「北九州ESDアクションプラン2015〜2019」を策

定し、「自分を変え、まちを変え、未来を変えていく北九州ESD」をス
ローガンに、これまで以上にESDの普及・啓発・発信能力の強化に
取り組んだ。

•市内に新たに100万本の木々を植樹する「まちの森プロジェクト」
（事業期間15年程度を想定）を実施。平成27年度は、累計65.8万
本となり、予定より早く進捗している。また、「響灘ビオトープ」におい
て3周年無料開放（10/4）を実施し、自然環境保全に関する市民向
けの啓発を行った。

•アジア諸都市が自らの力で環境改善の取組を進めることを目的に、
国際環境人材育成研修を実施した。平成27年度は、前年度を上回
る1,313人の研修者を受け入れ、環境人材育成に貢献した。

•二国間クレジット制度（JCM）を活用した都市間連携事業（環境省）
の一環として、平成28年1月に東京でセミナーやワークショップに参

加し、本市の経験・ノウハウについて国内外の関係者と情報共有を
行った。

•小国町（熊本県）と締結した「環境モデル都市連携協定」に基づき、
環境活動を行った市民に対し小国町の宿泊施設等で利用できる金
券を交付する「エコマネー事業」等を実施した。

適切な森林管理及び活発な植樹活動により、温室効果ガスの吸収
量は2008年と比較すると約2倍となっており、その成果が顕著に数
字に表れている点を高く評価する。また、小国町とのモデル都市間連

携も素晴らしい取組である。今後、アジア圏における温室効果ガスの
削減に係る取組についても数値化していただくことによって、環境モデ
ル都市における「看板都市」としての更なる展開に期待する。

環境首都検定受験者数 2,774人（+350人） 市役所業務の省エネ・節電 前年度比▲1.5％
環境学習サポーター登録数 68人（+7人） エコドラ・ノーマイカー参加企業数 173社（+31社）
エコライフステージ（シンボル事業）参加者 15.1万人（+2.7万人） 古紙回収に取り組むまちづくり協議会 累計133団体（+1団体）

市民植樹本数 累計65.8万本（+4.5万本）

小型電子機器回収量 111トン/年（+6トン/年） アジア低炭素化センターを中心とした普及活動

エコタウン視察 100,893人/年（+561人/年） フィリピン・セブ、
タイ・ノンタブリ市のレジリエント計画支援

環境人材育成の研修受講者数 1,313人/年（+104人/年） べトナム国の焼却施設の技術基準策定支援
環境ミュージアムサポーター出張回数 356回/年（+276回/年） フィリピン国の廃棄物発電ガイドライン策定支援

C:地域活力の創出

（特記事項）

5
【参考指標】

•市内中小企業を対象とした省エネ設備導入補助制度において、予算
を過去最高額の2億円（前年度＋0.5億円）とし、投資額及び補助件
数ともに前年度を上回る成果となり、市内企業活動におけるエネル
ギー効率の改善を後押しした。

•北九州エコタウンでは、新たな投資（H27投資額10億円）により、地
域活力創出に寄与した。

•市内で生産されている環境配慮型製品や環境負荷低減に寄与する
サービスを「北九州エコプレミアム」として選定し広くPRを行ってお

り、平成27年度は、節水性能の向上とともに洗浄水の水流を利用し
た自己発電機能を搭載した環境配慮型自動洗浄トイレ（TOTO）な
ど新たに8件を選定し、販売促進の支援を行った。

•アジア低炭素化センターでは、海外諸都市とのネットワークを活用
し、様々な環境技術・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27年度までに企業と連
携し115件のプロジェクトを推進した。

中小企業向け省エネ設備導入補助（投資額） 64億円/年（+15億円/年） アジア低炭素化センターを中心とした技術移転
中小企業向け省エネ設備導入補助（件数） 130件/年（+38件年） プロジェクト数（累計） 115件（+22件）
エコタウン投資額 延べ714億円（+10億円） 事業規模 17.2億円（+6.3億円）
環境産業推進会議登録数 609社・団体
エコプレミアム選定数 198件（新規8件）
北九州CASBEE届出 18件/年（+5件/年）
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各都市の評価結果（平成27年度の取組）                                                                                                                                       

選定年度 都市名 Ａ：取組の進捗
Ｂ：温室効果ガ
スの削減・吸収量
（平成26年度）

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 20年度
選定

下 川 町 4 4 5 4 4

帯 広 市 4 4 5 4 4

千代田区 3 4 4 5 5

横 浜 市 5 4 5 5 5

飯 田 市 4 3 3 3 3

富 山 市 4 3 5 5 5

豊 田 市 4 3 4 4 5

京 都 市 5 4 5 5 5

堺 市 3 3 4 4 4

檮 原 町 4 4 5 5 5

北九州市 5 4 5 5 5

水 俣 市 3 3 4 3 3

宮古島市 4 5 4 4 4

平成 24年度
選定

新 潟 市 4 4 4 5 3

つくば市 4 4 4 3 4

御 嵩 町 3 3 3 3 4

尼 崎 市 4 5 5 4 4

神 戸 市 4 4 4 4 4

西粟倉村 5 3 4 3 3

松 山 市 3 4 4 5 4

平成 25年度
選定

ニセコ町 4 4 5 4 4

生 駒 市 3 4 3 5 5

小 国 町 4 4 4 4 4

出典：内閣府地方創生推進事務局ホームページより
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/teian/followup.html）



〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 
TEL.093-582-2286

北九州市環境局 温暖化対策課

環境首都レポートは、市のホームページでご覧いただけます。

「http://www.city.kitakyushu.lg.jp/」で  　　　　　　　　　　を検索環境首都レポート


