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兵庫県南東部、大阪府との県境に位置

市機能の集積」が大きな強みです。南部

り、昔ながらの買い物風景を見ることができます

が行われ、高級住宅街やカフェ、雑貨屋等

しむことができます。

【ＥＣＯ未来都市あまがさきの実現に向けた

「高い技術力・生産力」

【ＥＣＯ未来都市あまがさきの実現に向け

「コンパクトな市域・機能集積

【ＥＣＯ未来都市あまがさきの実現に向け

「市民や事業者の高い協働意識

人  口 ４５１，９７９人

面  積 ５０．７２ｋ㎡

市民

行政

ついて

きっかけをつくる

びの

２年度

環境

ジが

ＥＣＯ

本市

ることから

における

出量

を占

尼崎ってどんなまち？ 

世 帯 数 ２１１

人口密度 ８

（平成２８

平成２５年実績

位置する中核市である尼崎市は、「コンパクトな

南部には臨海部を中心に多くの工場が立地する

ることができます。中部から北部にかけては再開発

雑貨屋等も立地するなど様々な顔をあわせ持っており

けた基本方針①】

を活かす～経済成長とＣＯ2削減が両立する産業都市

けた基本方針②】

機能集積」を活かす～環境と人にやさしく

けた基本方針③】

協働意識」を活かす～市民、事業者との協働による

市民・学校・事業者・

行政が協働で環境に

ついて考え、実践への

きっかけをつくる学

びの場として、平成２

年度にあまがさき

環境オープンカレッ

ジが設立されました。

北部には自然林や田園

風景も広がっています。

未来都市あまがさき

本市は産業都市であ

ることから、産業部門

におけるＣＯ２の排

出量が全体の約半分

占めています。 

２１１，６６８世帯

８，９１１人／ｋ㎡

２８年６月１日現在）

（確定値） 

コンパクトな市域における産業機能・都

する一方、大規模な商店街があ

再開発が進み、大規模な住宅供給

っており、それぞれの魅力を楽

産業都市の実現を目指して～

にやさしく、快適な都市生活の実現を目指して～

によるＥＣＯ未来都市の実現を目指して～

臨海工業地域には、最

先端技術を有する大

企業や中小企業が立

地しています。

駅前には活気があふ

れる商店街などの商

業集積が形成されて

います。

市民・事業者・行政

が協力し、定期的に

尼崎の森中央緑地で

植樹会を開催し、自

然環境の保護・保全

に努めています。

あまがさき



【環境モデル都市とは】

【目的と基本方針】

【現状分析】

温室効果ガスの大幅な削減など低炭素社会

都市として国が選定しているものです。

平成２０年度に１３都市、平成２４年度

す。尼崎市の提案は、市民・事業者・行政

実現性が高いと評価され、平成２５年３

市民や事業者と力をあわせ、「ＥＣＯ

組を行います。また、この過程で創出される

デル」などの先導的なモデルを内外に示

【基本方針１】「高い技術力・生産力

【基本方針２】「コンパクトな市域・

【基本方針３】「市民や事業者の高い

平成２６年の温室効果ガス

排出量（速報値）は、電気やガ

スのＣＯ２排出量の換算係数を

固定した場合、平成２年比で-

３２.４％となり、近年は減少傾

向にあります。環境と経済の共

生を掲げる本市においては、製

造品出荷額等１億円あたりの

産業部門におけるＣＯ２排出量

を指標として算出しています

が、平成２６年には９２.２１ｔ

/年・億円と、平成２３年の１

２９.３１ｔ/年・億円から３年

連続で減少しています。 

【温室効果ガス削減目標】

参考：

短期目標（平成３０年）

平成２年比１４％削減

（５５万t-ＣＯ２減らす）

中期目標（平成４２年）

平成２年比３０％削減

（１１９万t-ＣＯ２減らす）

長期目標（平成６２年）

平成２年比８０％削減

（３２０万t-ＣＯ2減らす）

環境モデル都市あまがさき

低炭素社会の実現に向け、高い目標を掲げて先駆的

。

年度に７都市、平成２５年度に３都市の合計

行政が一丸となって環境と経済の両立を目指すというもので

３月に国から選定されました。 

、「ＥＣＯ未来都市あまがさき」の実現に向け、３つの

される低炭素で新しい「産業都市の発展モデル

示していくことにより、国内外における低炭素社会

生産力」を活かす 

・機能集積」を活かす 

い協働意識」を活かす 

：工業統計資料（http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/result-2.html

先駆的な取組にチャレンジする

合計２３都市が選定されていま

すというもので、モデル性・ 

つの基本方針に基づき５つの取

モデル」や「快適な都市生活モ

低炭素社会の構築に貢献します。

2.html） 



３つの基本方針に基づく５つの

尼崎市独自の省エネ診断員制度を設け、事業者

ついて相談できる機会を充実させています。省エネ

事業者等からの省エネルギーに関する相談への

が実施する省エネ設備導入促進事業について省

の提案を行います。 

尼崎市省エネ診断員登録制度

本市から生み出された産業部門の環境負荷を

れた製品等（エコプロダクツ）を市内外に広く

ことにより、経済成長

びわこ環境ビジネスメッセでの展示

中小企業における効果的な省

エネ設備の導入を促進し、将来に

わたるエネルギーコストの低減

を図るため、一般財団法人 省エ

ネルギーセンターが実施する無

料省エネ診断、または、尼崎市省

エネ診断員が提案する診断結果

に基づき、ＣＯ２の削減に効果が

ある省エネ設備を導入する中小

事業者に対して経費の一部を補

助しています。

省エネ設備導入促進事業

事業者 省エネ診断員

④補助金

③省エネ設備導入

①相談

②提案

事例①：丸一興業

事例②：㈱

展示状況

とＣＯ２排出量の大幅

な削減の両立の実現に

努めています。

（次屋梱包物流

①グリーンイノベーションの推進と、環境

つの取組内容

「ＥＣＯ未来都市・尼崎」

崎経営者協会、協同組合 尼崎工業会

域産業活性化機構、尼崎信用金庫

尼崎市市制１００周年を記念

ジアムシティへと進化する尼崎

催しました。尼崎全域を実験的

としてとらえる「エコミュージアム

エネルギーの利活用の最新動向

の先進事例等を紹介しました

な議論が行われ、「ＥＣＯ未来都市

参加者全員で見出す機会となりました

「ＥＣＯ未来都市

事業者が省エネに

エネ診断員は、

への対応や尼崎市

省エネ設備導入

診断員登録制度

尼崎市、公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構及

が共同して、エコプロダクツ

とした、あまがさき産業フェアを

年は過去最高の３，６８４名

あまがさき産業

環境に関する取組を通じて

済を活性化していくために、

機関と本市が連携しながら、

に対し金銭面から支援をしています

尼崎エコサポートファイナンス

を低減させる優

く行き渡らせる

展示

市役所 

丸一興業㈱ 様

：㈱関西工事 様

シンポジウムの様子① 

展示状況

次屋梱包物流センター）

環境と産業の共生・地域経済の好循環の実現による

」宣言団体（尼崎商工会議所、尼

尼崎工業会、公益財団法人 尼崎地

尼崎信用金庫、尼崎市）は、平成２８年、

記念して「産業×環境＝エコミュー

尼崎」と題し、シンポジウムを開

実験的かつ実践的なエコ活動の基盤

エコミュージアム」の概念をもとに、水素

最新動向やエコなまちづくりへの取組

しました。ラウンドテーブル形式で活発

未来都市・尼崎」の新たな可能性を

となりました。（平成２８年１１月）

未来都市・尼崎」シンポジウム 

尼崎地域産業活性化機構及び産業界

エコプロダクツ等の産業製品・技術展示を中心

フェアを開催しています。平成２８

名の来場がありました。 

（平成28年8月）

産業フェアの開催 

じて市内経

、市内金融

、事業者等

をしています。

エコサポートファイナンス

シンポジウムの様子② 

平成28年のフェア 

による経済成長とＣＯ2削減の両立



３つの基本方針に基づく５つの取組内容

２ 尼崎市燃料電池自動車シンポジウムの開催

グリーンビークルの普及促進

４ 電気自動車等用充電器の設置 

３ グリーンビークル導入補助 

燃料電池自動車の普及促進や水素社会についての

的に近畿経済産業局、岩谷産業株式会社及びトヨタ

式会社から講師を招き「尼崎市燃料電池自動車シンポジウム

を開催しました。（平成２７年５月）

シンポジウムの様子 会場に設置された

環境負荷が低い電気自

動車等の普及を推進する

ため、市役所本庁舎の第

１駐車場内に、電気自動

車等用急速充電器を設置

しました。 

自動車の排出ガスによる大気汚染の改

善及び地球温暖化の防止を目的に国及び

県等と協調して、事業者等に対し、環境負

市役所に設置

荷の少ない自動車（グリーンビ

ークル）導入費用の一部を補助

しています。 

「ＭＩＲＡＩ」

1 市長公用車として県下で初めてＦＣＶを導入

燃料電池自動車（ＦＣＶ）の普及を促進するため

池自動車（トヨタ自動車株式会社「ＭＩＲＡＩ」）

しました。納車式は日本

初の商用水素ステーショ

ンである「イワタニ水素

ステーション 尼崎」で行

いました。

（平成２７年３月）

「ＭＩＲＡＩ」を

②「コンパクトな市域・機能集積

取組内容

１ 自転車総合政策の推進

自転車で快適に移動

開催

普及促進

２ 自転車道・自転車レーンの

４ サイクリングロードの

３ 自転車通勤推進事業

平坦でコンパクトな市域

である尼崎市は自転車での

散策に最適です。自然に恵

まれた北部の川沿いのコー

ス、歴史ある寺町や工都尼

崎の鼓動に触れる市南部の

臨海工業地域を巡るサイク

リングロードも整備されて

います。

についての啓発を目

びトヨタ自動車株

シンポジウム」

された市長公用車

尼崎市は市域全体が平坦であること

備されていること、全市的に

機能が集約していること等、

備えています。この特性を活

のもつメリットを最大限活かす

ちづくり推進条例」を制定するなど

政策を推進しています。

自転車利用を促進するため

市・警察が一体となって、市域

針を策定し、方針に基づいた

備により、自転車の利用環境

を図っています。

温室効果ガス排出量の削減

を利用した通勤等から環境負荷

進しています。自転車での通勤等

やすための検討を進めるほか

通勤優良事業所認証制度」等

した充電器 

自転車道 

「ＭＩＲＡＩ」納車式 

導入

するため、燃料電

」）を率先導入

を見学する参加者

機能集積」を活かす ～環境と人にやさしく、快適

推進

移動しやすい街づくりの推進

レーンの整備 

サイクリングロードの整備等 

市域

での

恵

いのコー

工都尼

の

サイク

されて

であること、道路網・鉄道駅が整

に市街地化されコンパクトに街の

、自転車利用に適した街の特性を

活かし、環境や健康面等の自転車

かす観点から「尼崎市自転車のま

するなど、市を挙げた自転車総合

するため、市内の道路を管理する国・県・

市域の自転車ネットワーク整備方

づいた自転車道や自転車レーン等の整

利用環境の改善、安全性・快適性の向上

削減を目的に、自動車やオートバイ

環境負荷の低い交通手段への転換を推

通勤等を推進する市内事業者を増

めるほか、国土交通省が推進する「エコ

等の周知も行っています。

自転車レーン 

尼っ子リンリンロード冊子 

快適な都市生活の実現を目指して～



３つの基本方針に基づく５つの

③快適で暮らしやすい低炭素型まちづくりの

一定規模以上の住宅開発時に、ホームエネルギーマネジメ

ントシステム（ＨＥＭＳ）の導入、それを活用

けるマネジメントシステム（ＡＥＭＳ）に関する

そしてそれらを活用した地域経済の活性化につながる

のある街を「尼崎版スマートコミュニティ」として

援しています。平成２７年度に「『ＺＵＴＴＯ・ＥＣＯ

導入による持続可能な省エネ・地域活性化の取組

しました。

尼崎版スマートコミュニティ認定事業

ＺＵＴＴＯＣＩＴＹ全体完成イメージ

平成２８年４月から使用が開

始された地域通貨「ＺＵＴＴ

Ｏ・ＥＣＯまいポ」 

平成２８年７月

貨と連携したデマンドレスポ

ンスの取組が

た。 

「『ＺＵＴＴＯ・ＥＣＯまいポ』導入による
持続可能な省エネ・地域活性化の取組み」

つの取組内容

まちづくりの推進

ホームエネルギーマネジメ

活用した地域にお

する取組の実施、

につながる仕組み

として認定し支

ＥＣＯまいポ』

取組み」を認定

認定事業

イメージ図 

月から、地域通

したデマンドレスポ

が開始されまし

による
概要図

温室効果ガス排出量の削減

を目的に、電気自動車等の蓄電池

力として活用するＶ２Ｈシステムの

を補助しています。

尼崎市自動車・住宅充給電

住宅エコリフォーム

既存住宅における品質、省

環境に配慮した住まい・まちづくりを

の省エネ改修工事及び同工事

にあわせて実施する創エネル

ギー機器やエコ住宅設備の設

置工事に要する費用の一部を

助成する取組を進めました。

～コラム 尼崎２１

尼崎市臨海部において、自然環境

メニティ空間の演出や操業環境

人が共生する環境創造のまち

あるまちに再生するための取組

度には、尼崎の森中央緑地で

の設置や植樹祭などの各種イベントが

河では、運河クルージングや

どが行われました。また、臨海部

平成２１年度にはガイドブックが

いては尼崎２１世紀の森型工場緑化

うんぱくチラシ 

減が可能なスマートハウスの普及

蓄電池に蓄えた電力を家庭用の電

システムの導入に要する費用の一部

住宅充給電システム導入促進事業 

エコリフォーム助成事業 

省エネルギー性能の向上を図り、

まい・まちづくりを推進するため、持ち家

同工事

エネル

設

を

。

２１世紀の森構想の推進～ 

自然環境の回復・創造、都市のア

操業環境の向上などにより、「森と水と

のまち」をテーマとして、魅力と活力

取組を進めています。平成２６年

で、兵庫県によるパークセンター

イベントが行われるとともに、運

クルージングや尼崎運河博覧会（うんぱく）な

臨海部の工場緑化を推進するため、

にはガイドブックが作成されており、企業にお

森型工場緑化が進められています。 

パークセンター 



３つの基本方針に基づく５つの

④災害にも強い自立分散型・再生可能エネルギーの

市が所有する公共施設の屋根を有償で貸出し

者が太陽光発電設備を設置し、発電事業を行う、

根貸し事業」を実施することにより、太陽光発電

進するとともに、災害時などの非常時における

図っています。 

公共施設の屋根貸し事業

太陽光発電設備を設置しようとする際のモデルとして

置の不安や疑問を解消することを目指し、平成

崎市立クリーンセンター第１工場及び第２工場

設備を設置しました。本市ＨＰで設置までの経過

毎月の発電量等を公開しているほか、施設見学

います（事前申込みが必要）。

尼崎市立クリーンセンター太陽光発電事業

市立あこや学園 

市立尼崎高等学校

武庫公民館

協定締結式

クリーンセンター第１工場 クリーンセンター

（市立あこや学園内に設置） 

啓発用モニター

（屋内練習場

つの取組内容

エネルギーの導入

し、そこに事業

、いわゆる「屋

太陽光発電の普及を促

における電源の確保を

のモデルとして、設

平成２５年度に尼

工場に太陽光発電

経過や設置後の

施設見学も受け付けて

太陽光発電事業

市立尼崎高等学校

武庫公民館

協定締結式の様子 

クリーンセンター第２工場 

屋内練習場）

太陽光発電設備取得に

学校施設をはじめ身近な公共建築物等

や太陽熱利用、地中熱利用などの

ます。また、災害時に自立分散型

ため、蓄電池等を導入しています

学校等における

再生可能エネルギーの普及

活性化に寄与することを目的

など、一定の条件を満たし、

塚口小学校 

水防倉庫の太陽光・蓄電池

の太陽光発電設備を導入し

た際に、太陽光発電設備の

取得に係る固定資産税を３

年間免除する制度を設けて

います。 

併用型のＬＥＤ灯 

に係る固定資産税の課税免除 

公共建築物等において太陽光発電

などの設備を率先して導入してい

自立分散型エネルギーとして利用する

しています。 

における災害対策 

普及を進めるとともに、市内経済の

目的として、市内事業者による施工

、かつ１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満

制度活用事例

開明庁舎 

東消防署常光寺出張所の蓄電池 

し

の

３

けて

不二電気工事㈱自社事務所



３つの基本方針に基づく５つの

⑤市民のライフスタイルの変革

あまがさき環境オープンカレッジでは、平成

校以来、身近な自然、地球環境、 暮らしやまちづくりなど

境に関連した幅広い啓発活動を行っています。

には 実行委員会の市民等が中心となりＮＰＯ

れ、事務局業務を担っています。 

あまがさき環境オープンカレッジの

環境学習・活動の

１ 主催事業・講座 

あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会

する講座で、エコあまフェスタや打ち水大作戦

トをはじめ、様々な講座が実施されています。

２ 連携講座 

環境団体等が企画・提案した環境保全に資する

ント等に対し、経費の一部を補助し、環境団体

的な取組を推進しています。 

エコあまフェスタ 打ち水大作戦

環境学習バスツアー

エコ社会見学

活動の森

あまっこエコライフチャレンジ

また、環境学習・活

動の拠点施設の運営も

市民等が担い、市民主

体の環境活動が実践さ

れ、活動の輪が広がっ

ています。 “あまがさき環境オープンカレッジ

つの取組内容

平成２２年度の開

らしやまちづくりなど環

平成２６年度

ＮＰＯ法人が設立さ

オープンカレッジの取組 

の拠点施設 

実行委員会が提案・実施

水大作戦などのイベン

する講座・イベ

環境団体や市民の自主

水大作戦

森の育成 

あまっこエコライフチャレンジ

オープンカレッジ” 

１ 子どもごみマイスター

家庭ごみの減量化・

２ 生ごみたい肥化講習会

３ レジ袋削減キャンペーンの

尼崎市内のレジ袋削減等

に関する環境協定締結事業

者の店舗等において、マイ

バッグ持参及びレジ袋削減

を呼びかけています。

サイクル方法について学習し

子を用いた家庭におけるごみ

サイクルの実践、さらに実践

に応じて児童や学校に「

ー」・「マイスター推進校」の

与する制度を実施しています

家庭から出るごみの減

量・リサイクルの一環とし

て生ごみのたい肥化講習会

を実施しています。

４ ごみの焼却による発電

クリーンセンター第１工

場・第２工場において、ご

みを焼却する際に発生する

熱を回収・利用するサーマ

ル・リサイクルを行い発電

を行っています。 

児童がごみの減量・リサイクルに

るきっかけを作るため、ごみ

ール」において、クイズなどを

どもごみマイスター制度 

・再利用・資源化の推進

ごみ減量啓発冊子 

肥化講習会

講習会の様子 

キャンペーンの実施 

袋削減等

環境協定締結事業

マイ

袋削減

し、啓発冊

におけるごみ減量・リ

実践の度合い

マイスタ

の称号を付

しています。 

減

とし

肥化講習会

啓発キャンペーンの様

発電

工

ご

する

するサーマ

発電

クリーンセンター第２工場 

クリーンセンター第１工場 

・リサイクルに対する関心・気づきを得

ごみ出前教室「ごみマイスタースク

クイズなどを通じてごみに関する内容やリ



ＥＣＯ未来都市

尼崎市は過去に深刻な公害を経験しましたが

ける高い環境意識と民産学公のつながりを背景に

市  民

大 学 等

・あまがさき環境オープンカレッジ 

・尼崎２１世紀の森協議会 

・自然と文化の森協議会 

・その他市民団体など   

・大阪大学 

・兵庫県立大学 

・産業技術短期大学 

・環境学園専門学校 

・小、中、高等学校 

・保育所、幼稚園など

尼崎市の環境キャラクター エコあま

☆な ま え

☆生年月日

☆身 長

☆体 重

☆出 身 地

☆血 液 型

☆ 夢  

☆趣 味

エコあま君 

２０００年５月１４日 

１００センチ 

１００キロ 

ABC型 

兵庫県尼崎市 

ごみ拾い、リサイクルなど環境活動

散歩・歴史・ボランティア活動

あまがさきのまちをどこにも負

い美しいまちにすること

出典：http://www.ecoama.jp/2010/about_ecoama.html

尼崎市経済環境局環境部環境創造課 

〒660-0851 兵庫県尼崎市東七松町１丁目２３

 ＴＥＬ：06-6489-6301 ＦＡＸ：06-6489

 Ｅ-ｍａｉｌ：ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp

未来都市あまがさきの実現を目指して

しましたが、産業界・市民・行政の努力で克服してきました。その過程

にＥＣＯ未来都市あまがさきの実現を目指します。 

「ＥＣＯ未来都市あまがさき」 

の実現に向けた連携体制 

エコあま君 

環境活動

負けな

http://www.ecoama.jp/2010/about_ecoama.html

２３番１号 

6489-6300 

sozo@city.amagasaki.hyogo.jp

※本リーフレットに掲載している事業等については

りますので、詳しくはお問い合わせください。

過程で生まれた企業・市民等にお

産 業 界

行  政

・尼崎商工会議所 

・尼崎経営者協会 

・協同組合 尼崎工業会 

・公益財団法人 

尼崎地域産業活性化機構 

・尼崎信用金庫など  

・尼崎市 

・兵庫県 

・国など 

については、既に終了しているものも含まれていることがあ

平成２９年３月 


