
ＮＥＷＳ

     

 

 

                        

近近畿畿運運輸輸局局交交通通

「近鉄」「

～表彰式に併せて 
「記念講演会」「受賞者取組事例発表

近畿運輸局では、ＣＯ２の

の成果が顕著であると認められた

表彰を行っており、平成２

 なお、当日は「記念講演会

ン」を併せて開催いたします

 

 
日  時：平成２７

 

    場  所：大阪歴史博物館

 

    受 賞 者：別紙「受賞者一覧表

 

※参加ご希望の方は、別添

 

（各受賞者の主な取り組み）

 

 

 

近鉄：「あべのハルカス」、

「大阪阿部野橋駅」を環境

に配慮して整備 

配 布 先：青灯クラブ

海事関係業界

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

                      国土交通省 近畿運輸局

                        

 

平成２

平平 成成 ２２ ７７ 年年 度度  

通通関関係係環環境境保保全全優優良良事事業業者

「佐川急便」「姫路市」が受賞
 

受賞者取組事例発表」「パネルディスカッション

の排出量削減をはじめ、交通に関する環境改善

められた事業者等に対して、交通関係環境保全優良事業者等

２７年度表彰式を下記のとおり行いますのでお

記念講演会」「受賞者取組事例発表」及び「パネルディスカッショ

いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 

記 

７年８月２７日（木）１３：３０～１６：２０

大阪歴史博物館 ４階講堂 

受賞者一覧表」参照 

別添チラシにより申し込み下さい。 

（各受賞者の主な取り組み） 

問い合わせ先 

（所属） 交通政策部環境

（担当） 杉本、岩佐

（電話） 06-6949

「あべのハルカス」、

「大阪阿部野橋駅」を環境

佐川急便：４，０００両を

超える天然ガストラック

を導入 

姫路市：歩行者や公共交通

を優先とした姫路駅前の

整備 

クラブ、近畿電鉄記者クラブ、大阪経済記者クラブ

海事関係業界プレス 

近畿運輸局 

                         

２７年７月３０日 

者者等等表表彰彰  

賞 

パネルディスカッション」を開催～ 
 

環境改善への取り組み

環境保全優良事業者等

いますのでお知らせします。 

パネルディスカッショ

 

０ 

部環境・物流課  

岩佐 

6949-6410 

姫路市：歩行者や公共交通

を優先とした姫路駅前の

 

クラブ、陸運記者会、 



【 別 紙 】 

近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰受賞者一覧表 

受賞者 主な受賞事由 

近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

株式会社 
 

 

＜鉄道事業者による総合生活ビジネスを通じた環境問題への取

り組み＞ 

「あべのハルカス」は、高層ビルでは日本で初めての試みとな

る、生ゴミを利用してバイオガス発電を行うなど、省CO2に取

り組み、一般的なビルと比べ年間CO2排出量を２５％、約5,000
トン減らすことに成功、「大阪阿部野橋駅」では、照明約3,000
台のほぼ全てのＬＥＤ化などで、平成26年度の電力消費量は前

年度比約２１％の削減を達成するなど、鉄道駅・ターミナルビ

ルを環境に配慮して整備を行った。 
同社は沿線地域でのCO2削減や情報開示に積極的に取り組ん

でおり、優良事業者として表彰、評価を受けている。 

佐川急便株式会社 

 

＜大規模物流事業者による総合的な環境保全への取り組み＞ 

 国内の普及台数の約２１％に該当する天然ガストラック

4,019 台など低公害車を積極的に導入、また、環境負荷の低い輸

送をおこなうため、「モーダルシフト」を推進しており、モーダ

ルシフト全体では、2014 年度は約１１万トンの CO2 を削減、さ

らに都市部でトラックなどを使用せず台車や３輪自転車などに

より集配を行う「サービスセンター」を全国約 340 ヶ所に設置、

これはトラック約 1,500 台の使用抑制に該当している。 

これら環境への取り組みにあたり、天然ガストラックの導入

を促進するための独自天然ガス充填スタンドの設置、モーダル

シフト推進のための専用特急コンテナ列車の開発、サービスセ

ンター向け３輪電気自動車に合わせた宅配便の集配専用ボディ

を開発など、CO2 発生量削減のための様々な取り組みを能動・

継続的に行っている。 

姫路市 

 

＜トランジットモール導入による歩行者にやさしい駅前整備＞ 

車移動が中心の地方中核都市の都心部（姫路駅前）において、

駅周辺に分散していたバスターミナルなどを集約するととも

に、新たにトランジットモールを導入し、交通結節機能の大幅

な向上を図り、中心市街地における公共交通サービスを向上さ

せた。 
また、道路空間配分の見直しによる道路交通環境の改善（車

道減少、歩道拡幅）など、快適な歩行環境を創出。その拡幅さ

れた環境空間に緑化を施すなど、歩行者が多数往来する都心部

において、官民協働で、環境保全に配慮しながら、安全・快適

な空間を創出する駅前整備を行った。 

 



年度 受賞者 主な受賞事由

京都府

＜京都府域における広範囲かつ先進的なモビリティ・マネジメントに関する取り組み
＞
　バスの運行実験や、広範囲の地域での先進的なモビリティ・マネジメントの実施等、
多様な施策を組み合わせて交通環境問題への取り組みを行い、また16年度に選定
されたＥＳＴモデル事業においても数多くの取り組みを行っている。

神戸市

＜行政と民間が一体となり取り組んだ優れた交通社会実験の実施＞
　ESTモデル事業として16年度に選定され、既存インフラの連携強化や魅力向上・サ
ポートシステムの充実に重点をおいた施策を行い、19年度には、その総括としてし、
行政と商業者等が一体となり交通社会実験（KOBESUTO２００７)を実施し、大きな反
響を得た。

株式会社住友倉庫
＜太陽光発電や屋上緑化など優れた環境対策に取り組んだ倉庫の建設＞
　平成20年5月に大阪南港東倉庫の物流施設で近畿初かつ国内最大規模の太陽光
発電設備(300KW）を設置し、屋上等の緑化によりヒートアイランド現象の緩和。

京阪電気鉄道株式会社
中之島高速鉄道株式会社

＜中之島新線における環境に配慮した工事の実施及び車両・駅施設の導入＞
　中之島新線用省エネ新造車の投入及び高い省エネ車導入率で、新線工事での土
砂運搬船の利用、駅施設空調の河川水利用。また、京阪電気鉄道㈱については、鉄
道業界第1号となる会社全体でＩＳＯ１４００１取得。

井阪運輸株式会社

＜環境に配慮した先進的な車両管理の取り組み及び共同輸配送の実施＞
　全車にデジタルタコグラフを搭載（2002年）し、都市部の配送にハイブリッド車配置
等低公害車導入に積極的な取り組みを行い、清酒・食品の共同輸配送、鉄道コンテ
ナによるモーダルシフトの実施。

商運海運有限会社
＜近畿管内初のＳＥＳ（スーパー・エコ・シップ）の導入＞
　同型の在来船と比較して、約20％の省エネ効果を実現し、ダブルハル構造により、
衝突時の海洋環境保全に配慮。

三菱倉庫株式会社大阪支店

＜全国初の総合効率化計画の認定取得など物流における環境負荷の低減＞
　平成１９年３月に支店所管のすべての倉庫施設において、グリーン経営認証を取得
するなど、省エネ型の配送センター倉庫の建設、大規模な医療品共同輸配送を実施
し地域のトップランナーとして、物流における環境負荷低減に積極的に取り組んでい
る。

阪神電気鉄道株式会社
西大阪高速鉄道株式会社

＜阪神なんば線建設時の土砂再資源化、施設・車両における環境配慮＞
　発生土、産業廃棄物の適正な処理を確認し、発生土の９０％以上を工事間流用や
大阪湾広域臨海環境整備センターでの埋め立てに利用、駅施設の冷暖房の熱源に
ＣＯ２排出量の少ない夜間電力を用いる氷蓄熱空調システムの採用、また、環境保
護に配慮した車両（１０００系車両：種別表示器・行先表示器をＬＥＤとし、消費電力を
抑制）を新造した。

株式会社カシックス

＜全国に先駆けＣＯ２削減分を無償譲渡し全社を挙げてエコ活動＞
　環境問題への高い取り組み意識のもと、初期（平成１０年）にＣＮＧ車を導入、業界
初の排出権取引制度を利用して「カーボンオフセット車」を運行等、ＣＯ２削減分を日
本国政府の償却口座に無償譲渡して京都議定書の目標達成に貢献。

金田運輸株式会社

＜市役所、学校での環境事業への取組の実施＞
　兵庫県のグリーン経営認証第１号を取得し、初期（平成１１年）にＣＮＧ車を導入、西
宮市内エココミュニティ会議に参画し、市役所、学校での環境事業への取り組みを実
施し、環境改善の普及啓発活動や各種エコ活動に積極的に取り組んでいる。

琵琶湖汽船株式会社
株式会社杢兵衛造船所

＜環境に配慮した新造船「megumi（めぐみ）」を建造（平成２１年１月就航）＞
　新造船を建造するにあたり太陽光・風力発電ユニットなどを搭載し、乗客が湖上で
環境について体験学習ができる環境保全をテーマとした船舶を就航、バイオ燃料添
加型ディーゼル機関の導入や船体の一部に既存船の船体を再利用する等、省エネ、
省資源の両面から環境負荷の低減を追求した船舶の設計、建造方法の提案を行っ
た。また、環境に配慮した性能が評価され、日本船舶海洋工学会のシップ・オブ・ザ・
イヤー　２００８を受賞。

【参考】　近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰受賞者一覧表
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阪急電鉄株式会社

＜日本初！カーボン･ニュートラル･ステーション　摂津市駅誕生＞
　省エネ施策の導入により駅運営によるＣＯ２排出量を約１／２まで削減し、直接的に
削減困難なCO2についてもカーボンオフセットし、新駅に起因するＣＯ２排出量を実質
的にゼロにする日本初の「カーボン・ニュートラル・ステーション」として設置。太陽光
発電、非常灯以外の全照明のLED化、雨水利用、エレベーター回生電力利用、無水
トイレ、ヒートポンプ式電気給湯器、緑化推進、太陽電池パネルで充電した電気を駐
輪場施設のLED照明や電動アシスト付自転車の充電に活用している。また、環境メッ
セージ列車の運行により一般市民、乗客に対し環境啓発を呼びかけるなどハード、ソ
フト両面にわたり環境施策を実施。

彌榮自動車株式会社

＜全国に先駆け次世代自動車(PHV)を観光タクシーとして導入＞
　次世代自動車（ＰＨＶ）をタクシーとして導入、全国に先駆けて低炭素次世代型観光
モデルを担う観光タクシーを運行。又、制服素材に再生ペットボトルを活用し、夏服を
クールビズスタイル化する先駆的な取組を継続的に展開、更にはＧＰＳデジタル配車
システムの導入、デジタルタコメーターの全車導入、京都市エコドライブ推進事業所
に登録し、独自の環境キャラクターによる環境保全啓発活動や「みやこエコドライ
バーズ宣言」に参加し地域の環境保全活動にも積極的に取り組むなどハード・ソフト
両面にわたり独自の取組を展開。

株式会社名門大洋フェリー

＜モーダルシフトの推進、省エネ機器･設備の積極導入によるCO2削減＞
　平成13年7月に決定された新総合物流施策大綱において地球温暖化問題への対
策として示されたモーダルシフトの考え方に賛同し、長年にわたりＣＯ２排出量の削
減に取組み、省エネ型の大型フェリーの建造、グリーン物流、グリーン経営、省エネ
機器・設備の積極的な導入を実施し、環境負荷の低減に取組んでいる。また、大型
フェリーとしては日本初となる陸電システムを導入するとともに、船舶向けの太陽光
発電システムとしては世界最大級の設備を導入する等先進的な取組を実施。

京都市

＜世界トップレベルの使いやすい公共交通の構築を目指す！＞
京都市は、京都議定書誕生の地として地球温暖化対策を強力に推進してきた環境先
進都市であり、「歩く」ことを中心としたまちと暮らしに力強く転換するため、平成２２年
１月２０日に交通マスタープランである「歩くまち・京都」総合交通戦略を策定し、人と
公共交通優先の「歩くまち・京都」の実現を目指し、「歩くまち・京都」憲章を制定する
など「低炭素型まちづくり」を推進している。

佐用自動車株式会社

＜地域密着の自動車整備会社によるエコアクション！＞
平成１６年３月に環境省ISO「エコアクション21」の認証を取得、省エネルギーの促

進、エコ整備・エコ車検等による排出ガスの低減を図る「環境汚染防止整備」を推進
している。
また、環境にやさしいEV（電気自動車）を佐用町役場、消防署等に寄贈するとともに、
エコステーションの運営、充電ボックスの普及促進に努めている。さらには、県内の高
校生にEV制作のためトラックを提供し、自らも講師役を務めるなど、高校生によるガ
ソリン車のEV改造での車検の合格は全国初のケースである。

兵庫県

＜ICT技術を活用したバス情報 “見える化” の推進＞
この取組は、兵庫県が経路検索サービス提供事業者、路線バス事業者、コミュニ

ティバス運行市町村等と連携し、一括経路検索を同一サイト内で可能にした、全国初
の事業である。

特に、今後普及が予想されるスマートフォン等を活用した取組であり、公共交通の
利用を促す契機として有効なもので、クルマから公共交通への利用転換により、環境
負荷の低減が期待できる。

株式会社神戸製鋼所
加古川製鉄所

＜エコ通勤を推進しマイカー通勤半減を達成＞
　２００８年７月から「ちょっとのガマン」をキーワードに関連・関係会社を含め約８，００
０台の通勤車両を、２００９年４月には、約４，７００台まで段階的に削減させることを
実現させ、約8.663ﾄﾝ/日のCO2を抑制した。
　その後も、継続的な活動を展開し、２０１０年４月末現在で約４，１００台とエコ通勤
推進前の約半数まで削減し、約10.898ﾄﾝ/日のCO2を抑制している。
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ヤマト運輸株式会社
京福電気鉄道株式会社

＜路面電車を利用した低炭素型集配システム構築＞
　物流ターミナルと営業所間の輸送に路面電車を利用した集配システムを構築し環
境負荷の低減を図っている。
　出発駅にて集配用コンテナを搭載した台車を電車に積み込み、各駅で当該台車を
下ろし、セールスドライバーがそのままリアカー付き電動自転車に積み込み集配を行
うことにより、地域の環境保全や渋滞緩和を図っており、ＣＯ２排出量を年間約７．５ト
ン（約３０％）削減した。

築野運輸株式会社

＜トラック大型化による効率的な輸送＞
　輸送手段を１０トンタンクローリー車から２０トンタンクコンテナ積みトレーラーにシフ
トすることにより、一度の輸送量を増やし運行回数を減らすことで、省エネルギーを
図っている。同社は、全車両にデジタコを装備し、また、運転手全員は、安全運転・経
済運転の評価がＡランクである。
　平成１９年度と比較して、軽油を年間約６５ｋｌ減量、ＣＯ２排出量を年間約１６９トン
（約３４％）削減した。

明石市

＜官民一体となった公共交通利用促進＞
　行政が主体となり、バス事業者と企業が連携し、工業団地の従業員の通勤手段を
マイカーからバスへ転換する取り組みを行い環境負荷の低減を図っている。
　路線バス増便等の社会実験実施やエコ通勤推進組織の設置、バス利用者への特
典の付与等の取り組みを行い、社会実験終了後もそれぞれが自主的な取り組みを
行った結果、平成２２年度と比較して、利用者が１日平均約１７５人（６５．２％）増加
し、ＣＯ２排出量を年間約５１．４トン削減した。

姫新線利用促進・活性化同
盟会
〈構成団体：たつの市、姫路
市、佐用町、兵庫県
オブザーバー：ＪＲ西日本〉

＜官民一体となった公共交通利用促進＞
　平成２２年３月より、行政、鉄道事業者と沿線住民が一体となり、ＪＲ姫新線利用促
進を図る取組を行っている。
　新型車両導入等の輸送改善事業や試行的な増便運行を実施すると共に、地元住
民へのモビリティ・マネジメントや地域が主体となった沿線イベントを実施した結果、
平成２１年度と比較して年間利用者が５７万人（２３．９％）増加した。

阪急電鉄株式会社

＜鉄道地下空間における照明・電照看板の大規模ＬＥＤ化及び照明の調光制御装置
導入＞
　平成２３年度より、阪急京都線・西院～河原町間の地下空間における照明・電照看
板（計４，２６１箇所）のＬＥＤ化や、駅構内（烏丸・河原町）を中心に照明の調光制御
装置の導入を行っている。
　一般家庭約２４０戸分の年間電力使用量を削減し、年間約３６３ｔ（削減率２２％）の
ＣＯ２削減を図っている。

伴ピーアール株式会社

＜日本初のリチウムイオン電池推進旅客船運航＞
　平成２４年１０月より、旅客船事業として日本初となるリチウムイオン電池推進旅客
船「あまのかわ」を運航している。
　照明器具へのＬＥＤ利用やソーラーパネルを活用した電力供給など水性植物や生
物にも影響を与えにくいコンセプトで河川の自然環境の保全・再生も目指している。

堺市

＜公用電気自動車のカーシェアリング＞
　平成２４年２月より、本庁舎周辺の５カ所に公用電気自動車駐車拠点を設置し、職
員と市民の双方で使用できるカーシェアリングを実施している。
　カーシェアリング事業者と契約を締結し、市民と一体で環境意識の高揚に効果をあ
げている。
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平成２７年度
交通関係環境保全
優良事業者等表彰式

SavSave ththe EarthEarthSave the Earth

国土交通省近畿運輸局では、交通に関する環

境改善への取り組みの成果が顕著であると認

められた事業者等に対しまして、交通関係環

境保全優良事業者等表彰を行っております。

当日は表彰式と受賞者の取り組み事例の発表

を行い、更に記念講演及びパネルディスカッ

ションを開催致しますので、皆様のご参加を

お待ちしております。

日時

場所 大阪歴史博物館４階講堂大阪歴史博物館４階講堂
(大阪市中央区大手前 4-1-32)( 大阪市中央区大手前 4-1-32)
大阪歴史博物館４階講堂大阪歴史博物館４階講堂
(大阪市中央区大手前 4-1-32)( 大阪市中央区大手前 4-1-32)
大阪歴史博物館４階講堂
(大阪市中央区大手前 4-1-32)

平成平成２７年８年８月２７日(木)
13:30( 開場 13:15) ～ 16:2013:30( 開場 13:15) ～ 16:20
平成２７年８月２７日(木)
13:30( 開場 13:15) ～ 16:20

定員200名定員200名定員200名入場無料入場無料入場無料
☆表彰式☆

☆パネルディスカッション☆

☆記念講演☆

近鉄ｸ゙ﾙ ﾌー゚ﾎｰﾙﾃｨ゙ﾝｸ゙ ｽ株式会社

佐川急便株式会社

姫路市

「環境･地域づくりと
　　コミュニケーションの可能性」

神田　佑亮 氏
京都大学大学院 准教授

工学研究科都市社会工学専攻

コーディネーター コメンテーター
斎藤 峻彦 氏

近畿大学名誉教授
長坂 悦敬 氏
甲南大学学長

受賞者と学識者によるパ

ネルディスカッションを行

います。環境への貢献の

ために、事業者あるいは自

治体として、どのような取り

組みをされたのかを披露

して頂きます。

主催：国土交通省近畿運輸局　後援：一般財団法人近畿陸運協会主催：国土交通省近畿運輸局　後援：一般財団法人近畿陸運協会主催：国土交通省近畿運輸局　後援：一般財団法人近畿陸運協会

鉄道事業者による総合生活ビジネスを通じた環境問題
への取り組み

大規模物流事業者による総合的な環境保全への取り組み

トランジットモール導入による歩行者にやさしい
駅前整備



FAX：06-6543-6295

FAX お申込み用紙FAX お申込み用紙FAX お申込み用紙FAX お申込み用紙FAX お申込み用紙

( 開催事務局 ) 公益財団法人関西交通経済研究センター宛

貴社名

ご住所　〒

TEL

E-mail

FAX

ご所属・お役職

通信欄

お名前

①

②

③

■会場アクセス■参加申込み方法

大阪市市営地下鉄谷町線･中央線「谷町四丁目」下車、⑨号出口スグ
大阪歴史博物館４階講堂 (〒540-0008 大阪市中央区大手前 4-1-32)

会場へは公共交通機関をご利用下さい。

参加をご希望の方は、貴社名、ご住所、電話・
FAX 番号、メールアドレスと参加者の氏名及
び所属･お役職をご記入の上、下記の方法で
お申込み下さい。

【FAX】
上記の FAX お申込み用紙に必要事項をご記入
の上、FAX06-6543-6295まで送信して下さい。

【Ｅ-mail】
a.kankou@kankouken.orgに、
必要事項をご記入の上、
送信して下さい。

締切締切
8月 24 日 ( 月 )8 月 24 日 ( 月 )
先着順先着順

締切
8月 24 日 ( 月 )
先着順

国土交通省近畿運輸局　交通政策部　環境･物流課　☎06-6949-6410　
　〒540-8558 大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎４号館

公益財団法人関西交通経済研究センター　業務部　☎06-6543-6291
　〒550-0005 大阪市西区西本町 1-7-2 ウエストスクエアビル９階

◆本催事に関する問い合わせ先 ◆参加申込先

＊定員になり次第、受付を終了させて頂きます。

＊ご記入頂きました個人情報は、本目的以外一切使用致しません。


	2015チラシ(表裏).pdfから挿入したしおり
	2015チラシ案(表面)
	2015チラシ案(裏面)


