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平成23年度カーボン・オフセット付CNG車リース事業

　LEVOのCNG車リース事業が、地球環境問題にも貢献するものであることを表すと同時に、運送事業者の皆様が、荷主更には
広く一般の方々に地球規模でのCO２削減に貢献している企業であることをアピールできるよう、平成22年度からカーボン・オ
フセット付CNG車リース事業を行っております。平成23年度も引き続き、新規登録のLEVOのCNGリース車にはカーボン・オフ
セットを付与します。さらに、運送事業者の皆様からのご要望により、平成21年度以前に登録された、現在お使いのCNGリー
ス車両にもご希望の方には無償でカーボン・オフセットを付与します。以下の平成23年度カーボン・オフセット付CNG車リー
ス事業の概要をご覧頂き、多くの事業者の皆様のお申込みをお待ち申し上げます。

1.  平成23年度カーボン・オフセット付CNG
車リース事業の概要

　お使いのCNG車の登録年度により以下のような
内容となります。

（1） 平成23年度に新規ご契約のCNG車
　平成23年度新規登録全CNG車両を対象として環
境省の認証基準に則った気候変動対策認証センタ
ーのカーボン・オフセット認証（以下、認証）取
得を予定しています。希望者には、平成24年２月
から１年間有効（予定）のカーボン・オフセット
認証ステッカーとオフセットされたことを証明す
るLEVO独自ステッカー（右図（1）参照）及びカー
ボン・オフセット証明書（右図（2）参照）を無償で
お届けします。カーボン・オフセット付与の申し
込みの必要はありません。

（2） 平成22年度ご契約のCNG車
　すでに平成24年１月末まで有効な認証を無償で
取得しておりますが、継続して認証をご希望され
るお客様については、所定のクレジット購入関係
費用（２トンクラスCNG車の場合10,000円程度）
をご負担いただきます。平成24年２月から１年間
有効（予定）のカーボン・オフセット認証ステッ
カー、オフセットされたことを証明するLEVO独
自ステッカー及びカーボン・オフセット証明書を
お届けします。カーボン・オフセット付与の申し
込みが必要です。

（3） 平成21年度以前にご契約のCNG車
　ご希望により、カーボン・オフセットを無償で付
与します。オフセットされたことを証明するLEVO
独自のステッカーとカーボン・オフセット証明書を
無償でお届けします。オフセットするCO２量およ
びオフセット率は、申し込み車両数によって変動
しますので、確定後お知らせいたしますが、最低
でも年間排出量の10％程度をオフセットできるよ
う配慮する予定です。カーボン・オフセット付与
の申し込みが必要です。

2. カーボン・オフセット付与の申し込み方法
　平成22年度にご契約のLEVOリースCNG車なら
びに平成21年度以前にご契約のLEVOリースCNG
車をお使いの皆様で、カーボン・オフセットの
付与を希望される方は、LEVOのホームページ

（http://www.levo.or.jp）またはお手数ですが次ペ
ージの申込用紙をコピーして申し込みをお願いし
ます。

申込期限　平成23年11月30日まで

（1）LEVO独自ステッカー
　（リース期間貼付可） （2）カーボンオフセット証明書

（※） カーボン・オフセット
自らのCO２排出量を把握し、努力ではどうしても減らせないCO２排出量
の全部または一部を、他の場所でのCO２の削減・吸収量でオフセット（埋
め合わせ）することです。

問い合わせ先

財団法人運輸低公害車普及機構  低公害車普及部
東京都新宿区四谷2−14−8  YPCビル

電話：03（3359）9009　FAX：03（3353）5430



�

NEWS LEVO No.47

FAX　03 （3353） 5430 申込日：平成23年　  月　  日

カーボン・オフセット付CNG車リース事業

カーボン・オフセット申込書

財団法人運輸低公害車普及機構
　　　低公害車普及部　　宛て

　下記の通り、LEVOリースCNG車へのカーボン・オフセットを申し込みます。

― 記 ―

申込者

会 社 名

事業所名

申し込み
担当者

所　属

氏　名

連絡先 電　話：　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

E-mail：

（ステッカー送付先）住所：

カーボン・オフセット対象車両

登録番号 平成22年度
契約※）

平成21年度
以前の契約

※LEVO記入欄

LEVO番号 車両区分

記載例：　品川　100　あ　00-00 □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

該当する契約年度に □ 記号を付けてください。
平成23年度新たに契約したCNG車は、全車に無償のカーボン・オフセットが付いています。
※）平成22年度契約車両のカーボン・オフセット（平成24年1月末まで有効（無償））の認証の継続は有償となります。

以上
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低炭素型自動車交通推進事業への参加

　低炭素型自動車交通推進事業は、資源エネルギー庁が自動車交通分野における輸送の効率化、低炭素化等
を図る取り組みを公募し、優れた取り組みに対して補助対象経費の1/2以内（１事業あたり１億円を限度）
の支援を実施するものです。
　事業の枠組みはトラック分野とバス分野に分かれ、トラック分野は社団法人全日本トラック協会が公募、
申請受付の窓口となり、同協会内に設置した選定委員会により応募のあった取り組み事業の選定が行われま
した。

☆トラック分野の枠組み☆

事業名 概　　要

貨物自動車運送効率化実証事業 貨物自動車運送事業の輸送効率化に資する総合的な取り組みを実証し、その結果を広く普及・
啓発する事により、更なる自営転換の促進等を通じた物流分野の省エネ化を図る。

〈支援メニューの例〉
＊求貨求車システムの導入・活用等

低炭素型エネルギー活用促進
実証事業

環境にやさしい低炭素型エネルギーを活用した実証事業を支援する。
〈支援メニューの例〉
＊ 地域内輸送の低炭素型エネルギー化
　（CNG車への転換、外部電源式アイドリングストップ給電装置の活用）

エコドライブ推進普及啓発事業 トラック事業協同組合が行う、複数事業者一体となったエコドライブ活動のサポートを実施
し、トラック輸送による燃費向上等を通じた物流分野の省エネ化を図る。

　選定委員会の審議の結果、「貨物自動車運送効率化実証事業」が13件、「低炭素型エネルギー活用促進実証
事業」が８件、「エコドライブ推進普及啓発事業」が５件採択されました。
　LEVOは、「低炭素型エネルギー活用促進実証事業」の中で、４事業において大阪ガス株式会社や運送事
業者と共同申請者として、CNG車のリース事業で参画しています。また、「エコドライブ推進普及啓発事業」
では、エコドライブ総合診断、講習会、燃費データ分析等で参画しています（詳細は本号７頁）。
　「低炭素型エネルギー活用促進実証事業」においては、下表にありますエコ・ステーションの新設及び能
力増強により、CNG車運行上の利便性が向上し、更なる普及導入につながることが期待されます。

◇低炭素型エネルギー活用促進事業で計画されているエコ・ステーション◇

エコ・ステーション名 所在地 内容及び効果 申請者

樽川SS天然ガススタンド 北海道石狩市 新設 北海道瓦斯㈱、他
〔天然ガス自動車北海道㈱〕

埼玉白岡天然ガススタンド 埼玉県白岡町 設備の増設で更なるCNG転換の促進 東京ガス㈱、他

堺南出島エコ・ステーション 大阪府堺市 設備の増強によるCNG転換への促進 大阪ガス㈱、LEVO、他

高槻天然ガススタンド 大阪府高槻市 設備の増強によるCNG転換への促進 大阪ガス㈱、LEVO、他

八尾エコ・ステーション 大阪府八尾市 設備の増強によるCNG転換への促進 大阪ガス㈱、LEVO、他

西宮マリナパークシティエコ・ステーション 兵庫県西宮市 設備の増設で更なるCNG転換の促進 大阪ガス㈱、LEVO、他

石屋川エコ・ステーション 兵庫県神戸市 大型車用設備の増設でCNG転換の促進 大阪ガス㈱、他



＊燃料供給施設では、「ガス種類：13A、圧縮機能力：250～300㎥/h」が基本になっています。

■CNG供給スタンド

北海道

北海道

永山エコ・ステーション ●旭川市永山町北2条10丁目2-18 ●0166-46-5777

札幌流通センターＳＳ天然ガススタンド ●札幌市白石区流通センター5丁目3-30 ●011‐864-7665

北5条充填所 ●札幌市東区北5条東5丁目 ●011-751-5520

二十四軒エコ・ステーション ●札幌市西区二十四軒2条7丁目4番 ●011-621-2260

発寒エコ・ステーション ●札幌市西区発寒14条12丁目2-2 ●011-661-1297

雁来エコ・ステーション ●札幌市東区本町2条11丁目 ●011-781-9645

石狩エコ・ステーション ●石狩市新港西1-765-1 ●0133-73-6744

東　北

宮城県

港工場天然ガス充填所 ●仙台市宮城野区港4-13-1 ●022-387-6330

幸町天然ガススタンド ●仙台市宮城野区幸町5-13-1 ●022-256-2111

UEKIエコ・ステーション仙台 ●仙台市宮城野区福田町南1-8 ●022-259-8501

卸町エコ・ステーション ●仙台市若林区卸町4-2 ●022-232-2261

福島県

若松ガス駅前エコ・ステーション ●会津若松市扇町112-1 ●0242-37-7577

関　東

茨城県

取手エコ・ステーション ●取手市井野32 ●0297-72-4505

牛久エコ・ステーション ●牛久市牛久町3300 ●029-872-2222

学園万博通りエコ・ステーション ●つくば市上横場字中台272-8 ●029-838-2364

栃木県

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●宇都宮市越戸1-7-8 ●028-683-1655

佐野ガスエコ・ステーション ●佐野市久保町243 ●0283-22-6262

群馬県

GNクリーンエネルギーステーション前橋 ●前橋市大渡町2-1-35 ●027-251-1000

高崎エコ・ステーション ●高崎市飯塚町字十二481 ●027-362-5541

桐生ガスエコ・ステーション ●桐生市仲町3-6-32 ●0277-44-8141

伊勢崎エコ・ステ1 ●伊勢崎市日乃出町108 ●0270-25-4520

太田エコ・ステーション ●太田市西新町44-5 ●0276-31-3987

埼玉県

大宮ＴＳエコ・ステーション ●さいたま市西区三橋6-705-1 ●048-623-1811

ミツウロコ大宮エコ・ステーション ●さいたま市見沼区御蔵１２２８ ●048-684-9400

浦和エコ・ステーション ●さいたま市桜区中島2-6-1 ●048-857-0399

イズミ石油東浦和エコ・ステーション ●さいたま市緑区東浦和7-5-4 ●048-874-3802

岩槻エコ・ステーション ●さいたま市岩槻区本町4-3-3 ●048-756-0367

エコ・ステーション川越 ●川越市南台1-5-2 ●049-241-9161

協同バス熊谷天然ガススタンド ●熊谷市大字佐谷田字飯塚1393-1 ●048-526-2633

ミツウロコ熊谷エコ・ステーション ●熊谷市大字代1 ●048-524-8645

川口あずま橋エコ・ステーション ●川口市朝日5-4-40 ●048-223-7006

協同観光バス桶川天然ガススタンド ●桶川市加納2534-2 ●048-778-7216

春日部エコ・ステーション ●春日部市緑町4-7-34 ●048-736-7025

狭山エコ・ステーション ●狭山市広瀬台2-1-3 ●04-2900-0880

鴻巣エコ・ステーション ●鴻巣市上生出塚770 ●048-543-8810

深谷エコ・ステーション ●深谷市折之口2022-1 ●048-551-2135

ＵＤトラックス上尾天然ガススタンド ●上尾市向山584-1 ●048-780-1517

上松輸送草加吉町エコ・ステーション ●草加市吉町2-1-60 ●048-922-2202

越谷エコ・ステーション ●越谷市瓦曽根1-20-44 ●048-962-1148

新座エコ・ステーション ●新座市栗原3-11-23 ●042-421-1888

久喜インターエコ・ステーション ●久喜市江面1663-1 ●0480-23-1171

三郷インターエコ・ステーション ●三郷市彦倉2-62 ●048-953-6464

エコ・ステーション坂戸 ●坂戸市千代田5-5-4 ●049-284-3036

三芳エコ・ステーション ●入間郡三芳町藤久保字西1081-1 ●049-259-1112

埼玉白岡天然ガススタンド ●南埼玉郡白岡町下大崎129-1 ●0480-91-0067

千葉県

ミツウロコ千葉北エコ・ステーション ●千葉市稲毛区長沼町335-9 ●043-258-0460

千葉貝塚エコ・ステーション ●千葉市若葉区桜木6-1-18 ●043-233-6527

千葉幸町エコ・ステーション ●千葉市美浜区幸町1-21-2 ●043-241-3773

市川エコ・ステーション ●市川市市川南2-7-6 ●047-325-4664

市川二俣エコ・ステーション ●市川市二俣717 ●047-327-6049

木更津エコ・ステーション ●木更津市畑沢1-2-26 ●0438-36-0891

松戸エコ・ステーション ●松戸市紙敷中内653 ●047-392-4651

茂原エコ・ステーション ●茂原市茂原661 ●0475-25-2017

成田空港エコ・ステーション ●成田市三里塚御料牧場1-2 ●0476-32-5415

東習志野エコ・ステーション ●習志野市東習志野6-18 ●047-471-4192

新習志野エコ・ステーション ●習志野市茜浜3-2-7 ●047-453-0008

エコ・ステーション十余二 ●柏市十余二249-60 ●04-7146-1001

沼南エコ・ステーション ●柏市大島田759-2 ●04-7191-2700

市原市役所前エコ・ステーション ●市原市惣社2-1-12 ●0436-22-5490

浦安エコ・ステーション ●浦安市千鳥12-5 ●047-305-0006

袖ヶ浦エコ・ステーション ●袖ヶ浦市長浦580-264 ●0438-63-3921

東京都

南麻布エコ・ステーション ●港区南麻布1-8-20 ●03-3454-0057

都庁天然ガススタンド ●新宿区西新宿2-5（高架道路下） ●03-5339-0456

墨田エコ・ステーション ●墨田区東墨田3-4-41 ●03-3610-4161

枝川エコ・ステーション ●江東区枝川3-8-12 ●03-3647-1611

南砂エコ・ステーション ●江東区南砂1-23-15 ●03-3645-2094

品川エコ・ステーション ●品川区東品川1-39-19 ●03-3471-0531

品川八潮エコ・ステーション ●品川区八潮1-4-1 ●03-3790-2121

平和島エコ・ステーション ●大田区平和島5-2-1 ●03-3765-5366

京浜島エコ・ステーション ●大田区京浜島3-7-1 ●03-3790-5441

京浜トラックターミナルエコ・ステーション ●大田区平和島2-1-1 ●03-3762-5117

世田谷天然ガススタンド ●世田谷区粕谷1-7-8 ●03-3329-1127

京王エコ・ステーション永福町 ●杉並区永福2-60-19 ●03-5301-0799

赤羽北エコ・ステーション ●北区赤羽北2-24-1 ●03-3907-1535

千住天然ガススタンド ●荒川区南千住3-28-1 ●03-3806-9771

板橋エコ・ステーション ●板橋区新河岸2-1-18 ●03-3930-6151

板橋トラックターミナルエコ・ステーション ●板橋区高島平6-1-1 ●03-3938-7120

練馬エコ・ステーション ●練馬区谷原1-1-34 ●03-5372-1640

足立エコ・ステーション ●足立区堀ノ内1-14-17 ●03-3899-5528

足立トラックターミナルエコ・ステーション ●足立区入谷6-1-1 ●03-5839-8680

東京竹の塚エコ・ステーション ●足立区西保木間3-9-1 ●03-3860-8171

葛飾エコ・ステーション ●葛飾区白鳥4-1-16  青戸ＬＰＧスタンド内 ●03-3602-2111

江戸川エコ・ステーション ●江戸川区谷河内2-10-13 ●03-3670-3311

葛西トラックターミナルエコ・ステーション ●江戸川区臨海町4-3-1 ●03-3878-4804

アロッズ八王子エコ・ステーション ●八王子市左入町684-1 ●042-691-1101

青梅ガスエコ・ステーション ●青梅市末広町2-10 ●0428-31-8111

ミツウロコ府中エコ・ステーション ●府中市晴見町2-33-7 ●042-334-9015

昭島ガスエコ・ステーション昭和記念公園西 ●昭島市福島町1000 ●042-546-1111

R246横浜インターエコ・ステーション ●町田市鶴間1772-1 ●042-799-6751

町田図師エコ・ステーション ●町田市図師町１８１-４ ●042-798-5233

日野自動車エコ・ステーション ●日野市日野台3-1-1 ●042-586-5776

国立いずみエコ・ステーション ●国立市泉2-1-15 ●042-573-2522

東大和エコ・ステーション ●東大和市仲原3-19-1 ●042-562-9966

多摩エコ・ステーション ●多摩市貝取1450 ●042-375-7700

保谷エコ・ステーション ●西東京市柳沢2-19-20 ●042-461-7003

神奈川県

環状2号線新横浜エコ・ステーション ●横浜市鶴見区駒岡2-5-25 ●045-581-0928

鶴見天然ガススタンド ●横浜市鶴見区末広町1-7-7 ●045-506-6906

横浜浅間町天然ガススタンド（物流拠点型） ●横浜市西区浅間町4-340-1 ●045-323-5834

根岸天然ガススタンド ●横浜市磯子区新磯子町34 ●045-753-1167

◇◇全国天然ガススタンド一覧表 ◇◇平成23年4月1日現在
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金沢エコ・ステーション ●横浜市金沢区幸浦2-6-6 ●045-701-9199

都筑エコ・ステーション ●横浜市都筑区東方町1698 ●045-942-1131

横浜佐江戸エコ・ステーション ●横浜市都筑区佐江戸町25 ●045-937-0135

ミツウロコ横浜エコ・ステーション ●横浜市都筑区川向町689 ●045-472-0211

川崎塩浜エコ・ステーション ●川崎市川崎区塩浜2-2-1 ●044-287-4881

平成町エコ・ステーション ●横須賀市平成町2-10-2 ●046-821-1871

エコ久里浜サービス・ステーション ●横須賀市内川新田1088-1 ●046-835-0825

ミツウロコ平塚エコ・ステーション ●平塚市田村1-5-6 ●0463-55-3070

藤沢エコ・ステーション ●藤沢市片瀬92 ●0466-50-6805

湘南台いすゞ エコ・ステーション ●藤沢市土棚8 ●0466-45-2554

小田原エコ・ステーション ●小田原市南鴨宮2-39-14 ●0465-49-7873

新相模原エコ・ステーション ●相模原市緑区大山町4-12 ●042-772-9238

秦野エコ・ステーション ●秦野市曽屋965-1 ●0463-84-6580

厚木エコ・ステーション ●厚木市下津古久598 ●046-228-7550

厚木ガスエコ・ステーション ●厚木市旭町4-15-33 ●046-228-3211

東名高速道路海老名SA（上り線）天然ガスエコ・ステーション ●海老名市大谷南5-1-2（東名海老名SA内） ●046-231-1019

寒川・田端エコ・ステーション ●高座郡寒川町田端878-1 ●0467-75-7006

山梨県

甲府エコ・ステーション ●甲府市飯田3-2-34 ●055-235-7377

富士急ハイランドエコ・ステーション ●南都留郡富士河口湖町船津6663 ●0555-22-7976

長野県

サンリン長野エコ・ステーション ●長野市鶴賀緑町1024-3 ●026-225-1120

松本ガスエコ・ステーション ●松本市渚2-7-9 ●0263-25-6060

北　陸

新潟県

赤道エコ・ステーション ●新潟市東区鴎島町6 ●025-271-8232

新潟白根エコ・ステーション ●新潟市南区七軒字前211-1 ●025-373-3195

小新エコ・ステーション ●新潟市西区小新大通2-5-8 ●025-231-3454

東蔵王エコ・ステーション ●長岡市東蔵王2-7-89 ●0258-24-0023

長岡新産エコ・ステーション ●長岡市新産2-12-1 ●0258-46-9381

柏崎松美エコ・ステーション ●柏崎市松美2-5-5 ●0257-21-8611

新発田ガスエコ・ステーション ●新発田市豊町1-4-23 ●0254-22-4181

木田エコ・ステーション ●上越市新光町2-2-15 ●025-524-3431

上越北エコ・ステーション ●上越市松村新田3-5 ●025-545-6739

聖籠エコ・ステーション ●北蒲原郡聖籠町東港3-6068-24 ●025-256-3332

富山県

エコ・ステーション富山黒瀬 ●富山市黒瀬北町2-4-8 ●076-493-7787

エコ・ステーション新庄東 ●富山市新庄本町2-8-1 ●076-451-4485

石川県

エコ・ステーション長田 ●金沢市駅西本町1-1-1 ●076-221-1017

エコ・ステーション鳴和 ●金沢市神宮寺3-1-13 ●076-251-9027

エコ・ステーション増泉 ●金沢市増泉3-17-25 ●076-241-0144

エコ・ステーション小松 ●小松市園町へ30番地 ●0761-24-0525

福井県

福万エコ・ステーション ●福井市二の宮4-17-11 ●0776-26-3700

敦賀エコ・ステーション ●敦賀市津内町1-14-2 ●0770-22-0840

東　海

静岡県

エコ・ステーション静岡 ●静岡市駿河区池田50-5 ●054-283-2116

静岡流通センターエコ・ステーション ●静岡市葵区加藤島12-7 ●054-261-4347

エコ・ステーション清水 ●静岡市清水区永楽町14 ●054-361-1151

浜松上西エコ・ステーション ●浜松市東区上西町68-6 ●053-461-0689

エコ・ステーション沼津 ●沼津市西椎路167-1 ●055-969-3535

エコ・ステーション富士 ●富士市伝法宇中村3201-1 ●0545-57-7550

富士花の木エコ・ステーション ●富士市今泉字花の木646-1 ●0545-52-9389

エコ・ステーション掛川 ●掛川市長谷3-8-25 ●0537-24-3796

エコ・ステーション駿東 ●駿東郡長泉町下土狩375-1 ●055-988-0025

岐阜県

エコ・ステーション岐阜 ●岐阜市加納坂井町2 ●058-272-8028

エコ・ステーション羽島 ●羽島郡笠松町田代若宮1105 ●058-388-8345

エコ・ステーション大垣 ●大垣市寺内町3丁目68番地 ●0584-78-9131

愛知県

エコ・ステーション徳川 ●名古屋市東区出来町1-11-4 ●052-935-3900

名西エコ・ステーション ●名古屋市西区中小田井2-427 ●052-502-3388

丸の内エコ・ステーション ●名古屋市中区丸の内2-1-5 ●052-231-7725

桜田エコ・ステーション ●名古屋市熱田区桜田町19-18 ●052-872-9378

エコ・ステーション八田 ●名古屋市中川区万町2412 ●052-351-5229

ミツウロコ中川運河エコ・ステーション ●名古屋市中川区広川町5-1 ●052-361-1271

港明エコ・ステーション ●名古屋市港区港明2-3-5 ●052-661-9096

エコ・ステーション北頭 ●名古屋市南区弥次ヱ町1-19-15 ●052-612-5308

R1鳴海エコ・ステーション ●名古屋市緑区境松1-510 ●052-621-0082

本郷エコ・ステーション ●名古屋市名東区姫若町24 ●052-705-4401

豊橋花田エコ・ステーション ●豊橋市花田町荒木41-1 ●0532-31-5046

岡崎エコ・ステーション ●岡崎市錦町4-17 ●0564-21-7013

一宮エコ・ステーション ●一宮市大字浅野字正木山1 ●0586-76-1030

瀬戸エコ・ステーション ●瀬戸市南山口町86 ●0561-87-0020

エコ・ステーション春日井 ●春日井市鳥居松町4-147 ●0568-83-3167

メグリア元町エコ・ステーション ●豊田市深田町1-103 ●0565-27-0789

東名高速道路上郷SA（上り線）エコ・ステーション ●豊田市永覚町上長根6-256 ●0565-28-5446

東名高速道路上郷SA（下り線）エコ・ステーション ●豊田市西田町外林3 ●0565-28-5448

豊栄エコ・ステーション ●豊田市鴛鴨町中原268-3 ●0565-27-2107

安城エコ・ステーション ●安城市東栄町横根畑59-96 ●0566-97-8333

西尾エコ・ステーション ●西尾市法光寺町流6-12 ●0563-57-8985

セントレアエコ・ステーション ●常滑市セントレア1-1 ●0569-38-8181

名犬小牧エコ・ステーション ●小牧市多気中町430-1 ●0568-75-0415

小牧インター北エコ・ステーション ●小牧市大字横内字西横内33-6 ●0568-74-0312

グッドハンド稲沢エコ・ステーション ●稲沢市福島町字大福寺85-1 ●0587-36-7408

武一東海エコ・ステーション ●東海市加木屋町石田1-2 ●0562-33-2111

新舞子エコ・ステーション ●知多市新舞子字大口204-2 ●0569-42-2191

日進エコ・ステーション ●日進市梅森町西田面101-1 ●052-800-1221

北名古屋エコ・ステーション ●北名古屋市鹿田字東村前79 ●0568-26-6777

東浦エコ・ステーション ●知多郡東浦町大字生路字生片山55番1-5号地内 ●0562-82-6540

三重県

鈴鹿中央通りエコ・ステーション ●鈴鹿市算所2-2-11 ●0593-78-1775

四日市東インターエコ・ステーション ●四日市市大字羽津字糠塚山4379-1 ●0593-66-2011

近　畿

滋賀県

大津エコ・ステーション ●大津市富士見台5-9 ●077-537-0647

草津エコ・ステーション ●草津市木川町319 ●077-562-1852

京都府

大水下京エコ・ステーション ●京都市下京区朱雀分木町42 ●075-323-9631

上鳥羽エコ・ステーション ●京都市南区上鳥羽北花名町14 ●075-672-5901

ヤサカ・171久世エコ・ステーション ●京都市南区久世中久世町3-76-1 ●075-922-7419

US国道伏見エコ・ステーション ●京都市伏見区下鳥羽南柳長町72番地 ●075-605-7477

京都東エコ・ステーション ●京都市山科区西野山階町30-6 ●075-593-8255

福知山西エコ・ステーション ●福知山市奥野部6-8 ●0773-22-5659

宇治エコ・ステーション ●宇治市槇島町目川197 ●0774-22-1327

ルート１京都八幡エコ・ステーション ●八幡市下奈良新下１-１ ●075-982-6511

大阪府

大阪ベイエリアトラックエコ・ステーション ●大阪市此花区島屋2-128-1 ●06-6466-6289

南堀江エコ・ステーション ●大阪市西区南堀江4-24-2 ●06-6531-5770

弁天町エコ・ステーション ●大阪市港区弁天2-12-2 ●06-6571-2256

船町エコ・ステーション ●大阪市大正区船町1-1-66 ●06-6555-3089

芦原橋エコ・ステーション ●大阪市浪速区塩草3-12-3 ●06-6561-3551

西淀川エコ・ステーション ●大阪市西淀川区大野2-2-21 ●06-6473-2889

アロッズ東淀川エコ・ステーション ●大阪市東淀川区豊新2-14-3 ●06-6327-7747

巽エコ・ステーション ●大阪市生野区巽東2-8-36 ●06-6753-6886

森之宮天然ガス充填スタンド ●大阪市城東区森之宮1-6-102 ●06-6963-1293

南津守天然ガススタンド ●大阪市西成区南津守5-5-48 ●06-6656-2021

今福鶴見エコ・ステーション ●大阪市鶴見区鶴見4-3-28 ●06-6934-9433
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南港エコ・ステーション ●大阪市住之江区南港東4-10-131 ●06-6569-7121

長柄エコ・ステーション ●大阪市北区長柄東2-11-16 ●06-6352-5788

アロッズ梅田エコ・ステーション ●大阪市北区中津5-7-12 ●06-6458-0005

堺浜大阪ガス天然ガススタンド ●堺市堺区匠町12 ●072-225-1305

堺南出島エコ・ステーション ●堺市堺区出島海岸通4-4-24 ●072-247-2464

ＡＰ泉北エコ・ステーション ●堺市南区若松台3-2-3 ●072-295-0015

KAJIエコ・ステーション ●堺市美原区菩提6 ●072-361-1861

岸和田エコ・ステーション ●岸和田市加守町3-12-13 ●072-422-3629

宇佐美豊中エコ・ステーション ●豊中市箕輪2-3-1 ●06-6842-0005

池田・ダイハツ本社前エコ・ステーション ●池田市豊島北1-126-1 ●072-763-3268

泉大津天然ガススタンド ●泉大津市新港町1-32 ●0725-22-2027

高槻天然ガススタンド ●高槻市西冠3-38 ●072-675-8089

ニュー門真エコ・ステーション ●守口市東郷通2-4-8 ●06-6993-1770

枚方CNGエコ・ステーション ●枚方市出屋敷西町1-13-1 ●072-849-1052

茨木エコ・ステーション ●茨木市三咲町5-17 ●072-624-4810

北大阪流通業務団地充填所 ●茨木市宮島2-4-8 ●072-634-1220

北大阪トラックターミナルエコ・ステーション ●茨木市宮島2-5-1 ●072-630-2807

八尾エコ・ステーション ●八尾市服部川1-65 ●072-943-7591

りんくうタウンエコ・ステーション ●泉佐野市りんくう往来北１-19 ●072-458-7770

寝屋川エコ・ステーション ●寝屋川市大成町１２-２ ●072-821-4006

外環藤井寺エコ・ステーション ●藤井寺市大井1-1-10 ●072-953-3566

中環東大阪エコ・ステーション ●東大阪市稲田三島町3-71 ●06-6744-3311

中環長田エコ・ステーション ●東大阪市七軒家1-19 ●06-6746-6250

兵庫県

石屋川エコ・ステーション ●神戸市東灘区御影塚町4-3-20 ●078-821-9760

敏馬エコ・ステーション ●神戸市灘区岩屋南町4-50 ●078-861-3973

神戸布施畑インターエコ・ステーション ●神戸市須磨区弥栄台4-7 ●078-793-7795

ＭＫ神戸空港前エコ・ステーション ●神戸市中央区港島8-11-2 ●078-303-6125

神戸京橋インターエコ・ステーション ●神戸市中央区新港町12-2 ●078-392-0386

姫路城の東エコ・ステーション ●姫路市城東町清水8 ●079-281-3421

姫路東インターエコ・ステーション ●姫路市東山255-1 ●079-246-5252

尼崎東エコ・ステーション ●尼崎市次屋3-3-15 ●06-6498-3361

尼崎エコ・ステーション ●尼崎市元浜町1-95 ●06-6419-1839

Good尼崎南エコ・ステーション ●尼崎市大高洲町3 ●06-6409-1567

西明石エコ・ステーション ●明石市小久保1-6-3 ●078-928-6688

西宮マリナパークシティエコ・ステーション ●西宮市西宮浜3-6-2 ●0798-32-3866

西宮インターエコ・ステーション ●西宮市今津出在家町10-71 ●0798-23-9033

東加古川エコ・ステーション ●加古川市平岡町新在家116-2 ●079-421-3883

奈良県

奈良平城エコ・ステーション ●奈良市左京6-2-1 ●0742-71-8775

大和郡山下三橋エコ・ステーション ●大和郡山市下三橋167-1 ●0743-55-2003

和歌山県

和歌山エコ・ステーション ●和歌山市小野町3-46-1 ●073-428-7774

わかやま黒潮エコ・ステーション ●和歌山市黒田261-2 ●073-473-7925

中　国

鳥取県

鳥取エコ・ステーション ●鳥取市幸町143-4 ●0857-22-6825

五反田エコ・ステーション ●鳥取市五反田町1 ●0857-32-2700

島根県

松江南エコ・ステーション ●松江市古志原3-17-8 ●0852-21-7977

岡山県

築港エコ・ステーション ●岡山市築港栄町7-27 ●086-262-8885

エコ・ステーション岡山中央 ●岡山市天瀬３-９ ●086-225-0351

広島県

江波エコ・ステーション ●広島市中区江波西1-24-59 ●082-232-6455

西白島エコ・ステーション ●広島市中区西白島町22-15 ●082-228-5029

出島エコ・ステーション ●広島市南区出島1-32-44 ●082-254-1015

商工センターエコ・ステーション ●広島市西区商工センター7-4-1 ●082-277-1266

福島町エコ・ステーション ●広島市西区福島町2-34-1 ●082-231-6579

福山天然ガススタンド ●福山市東深津町4-15-18 ●084‐923‐0229

広エコ・ステーション ●呉市広多賀谷2-8-4 ●0823-72-2222

呉中央エコ・ステーション ●呉市築地町2-8 ●0823-21-4284

尾道エコ・ステーション ●尾道市東尾道18-1 ●0848-46-4301

海田エコ・ステーション ●安芸郡海田町栄町6-3 ●082-821-0533

四　国

香川県

高松朝日町エコ・ステーション ●高松市朝日町2-2-2 ●087-821-0023

丸亀エコ・ステーション ●丸亀市今津町508 ●0877-25-2200

坂出エコ・ステーション ●坂出市昭和町1-2-31 ●0877-46-5139

愛媛県

松山エコ・ステーション ●松山市空港通5-11-4 ●089-972-2511

今治エコ・ステーション ●今治市共栄町5-2-1 ●0898-33-7225

九　州

福岡県

東浜エコ・ステーション ●福岡市東区東浜1-10-20 ●092-643-7111

山王エコ・ステーション ●福岡市博多区東光寺町1-2-27 ●092-411-2510

天神エコ・ステーション ●福岡市中央区那の津2-46 ●092-771-7568

西福岡エコ・ステーション ●福岡市西区拾六町1-24-34 ●092-891-0126

東港エコ・ステーション ●北九州市小倉北区東港1-5-2 ●093-581-9696

幸神エコ・ステーション ●北九州市八幡西区幸神1-11-2 ●093-622-1903

久留米エコ・ステーション ●久留米市合川町1488-8 ●0942-30-0303

筑紫野エコ・ステーション ●筑紫野市永岡34-6 ●092-923-3111

苅田エコ・ステーション ●京都郡苅田町苅田3787-65 ●093-435-2611

佐賀県

唐津エコ・ステーション ●唐津市神田2329 ●0955-72-3121

鳥栖エコ・ステーション ●鳥栖市藤木町2073-2 ●0942-83-1718

伊万里エコ・ステーション ●伊万里市二里町大里甲2250 ●0955-23-4192

長崎県

長崎エコ・ステーション ●長崎市尾上町17-1 ●095-829-2881

大村エコ・ステーション ●大村市水主町1-747-52 ●0957-53-3320

熊本県

本荘エコ・ステーション ●熊本市本荘5-14-18 ●096-372-4678

大分県

大分エコ・ステーション ●大分市大字三佐1032-2 ●097-521-6128

鹿児島県

谷山エコ・ステーション ●鹿児島市南栄3-25 ●099-260-2326

新栄エコ・ステーション ●鹿児島市新栄町22-1 ●099-206-6801

阿久根エコ・ステーション ●阿久根市晴海町6-1 ●0996-64-6556

※CNGスタンドの詳しい情報については、㈳日本ガス協会のホームページ（http://www.gas.or.jp/ngvj/index.html）
　の天然ガススタンド検索でご確認ください。

※一般の天然ガス供給スダンド数は、283カ所です。

右のQRコードを、QR対応の携帯電話で
読み取ればモバイル天然ガスサイトの
URLが表示されます。

�
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トラック事業協同組合のエコドライブ総合診断

　LEVOは、日本ローカルネットワークシステム協
同組合連合会北海道地域本部の６つのトラック事
業協同組合（６協同組合）からエコドライブ総合診
断、講習会実施、燃費データ・分析等を受託し、本
年９月より事業を推進しています。これは、６協同
組合が㈳全日本トラック協会が募集した「平成23年
度低炭素型自動車交通推進事業」の補助金を活用
して行う「エコドライブ診断を活用したトラック事
業協同組合における省エネ化推進事業」において実
施するものです。本事業は、６協同組合がLEVOか
ら現状のエコドライブについて総合的な診断を受
け、講習会において実データに基づく最適なエコド
ライブ手法を提供してもらうことにより、効率的な
省エネ化を図ることを目的としています。さらに
燃費データベースを構築し、ドライバーの燃費に
対する意識向上への一助とします。

《計画概要》
◆参加協同組合：
　日本ローカルネットワークシステム協同組合連
合会北海道地域本部傘下の６協同組合
　●ネットワークフレンズ札幌協同組合
　●ネットワーク札幌協同組合

　●ネットワーク旭川協同組合
　●ネットワーク苫小牧協同組合
　●ネットワーク道央協同組合
　●ネットワーク空知協同組合
◆参加台数：120台（予定）
　各協同組合20台ずつ参加予定。代表２社におい
てエコドライブ総合診断を実施。
◆事業期間：平成23年9月～平成24年1月末

《事業経過》
　平成23年10月15日㈯、㈳北海道トラック協会総
合研修センターにて、６協同組合員の方々を対象
として、第１回エコドライブ講習会が開催されま
した。当日は、北海道運輸局交通環境部環境課長
よる講演の後、LEVOよりエコドライブ総合診断
の結果を活用し、エコドライブ実践手法に関する
講習が行われました。

《今後について》
　６協同組合では、講習会の成果をもとにさらな
るエコドライブの実践を行います。なお、第２回
エコドライブ講習会は平成24年１月14日㈯に開催
されます。

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会北海道地域本部
エコドライブ診断を活用したトラック事業協同組合における省エネ化推進事業

・参加協同組合（6協同組合）
　ネットワークフレンズ札幌協同組合　　ネットワーク札幌協同組合
　ネットワーク旭川協同組合　　　　　　ネットワーク苫小牧協同組合
　ネットワーク道央協同組合　　　　　　ネットワーク空知協同組合
・本事業期間：平成23年9月～平成24年1月末

LEVO
（エコドライブ総合診断、講習会、燃費データ収集・分析等）

LEVOの
エコドライブ

総合診断

エコドライブ
講習会
（2回）

エコドライブの実践
（燃費データ収集）

効率的な
燃費改善

コスト低減

CO２削減

事故低減

＋
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第11回　AMF  アネックス26の概要（その２）
　この連載では、LEVOが政府指定機関として参加している国際エネルギー機関（IEA）の「自動車用先進燃料研究開
発  実施協定（AMF協定）」の共同研究成果を紹介しています。今回は、LEVOも参加しましたアネックス26「含酸素軽
油のプロジェクト調査｣ を紹介します。含酸素軽油とは、アルコールやバイオ燃料等のような分子中に酸素を含む燃
料を混合した軽油のことで、排出ガス低減やディーゼル代替燃料として期待されています。この共同研究報告は、技
術情報が中心ですのでこれまで同様、研究概要を紹介し、関連する話題を平易に解説します。今回は、アネックス26
の第2回目として、引き続き含酸素燃料の一つであるエタノールの安全性について紹介します。
注）共同研究をアネックス（Annex：付属するもの）と呼び、スタートした順にNo.を付与しています。

◆アネックス26の概要◆
参 加 国：日本、カナダ、イタリア、英国
研究期間：2002～2005年
運営機関： TEC（運輸エネルギーコンサルティング社

（フィンランド））
経緯及び目的：
　石油への依存度低下、温室効果ガスや有害汚染物
質排出低減などの観点から、アルコールやバイオ燃
料等の含酸素燃料を用いた自動車への利用が求めら
れています。これらの燃料を軽油に混合することで、
現在の燃料インフラ、エンジン変更は最小限に抑え
られるため、含酸素混合軽油は商業化段階を迎えて
います。
　そのため、この共同研究では自動車用燃料として
の種々の含酸素軽油の燃料特性、実証試験の評価結
果等を調査しました。

◆エタノールの安全性について◆
・引火点、燃焼性に関する安全性
　 軽油の引火点は、55～65℃程度です。日常生活で

は、最高気温が40℃を超えることは少ないので、
軽油は引火の危険性が少ない安全な燃料です。一
方、エタノールの引火点は13℃です。従って、エ
タノールを混合した軽油は火気に対する安全距離
や火災防止には十分配慮し、取り扱い基準はガソ
リン並にする必要があります。
・貯蔵に関する課題
　 ガソリンの場合は、燃料が非常に蒸発しやすく、

燃料タンク内ではガソリンの濃度が高すぎるため
に（外部に火種があっても）燃料タンク内まで火
が入ることはありません。逆に、軽油の場合は燃
料がほとんど蒸発しないので、濃度が低すぎ、や
はり燃料タンク内まで火が入ることはありませ
ん。しかし、エタノールは液体表面からちょうど
良い濃度の蒸気が発生するので、燃料タンク内に
可燃性の混合気が形成され、外部に火種があると

燃料タンクの中まで火が入り非常に危険です。そ
のため、燃料貯蔵タンクや車両の燃料タンクの開
口部には火災防止のための対策（アース、フレー
ムアレスタ（逆火防止装置）、蒸気回収装置等）
を施す必要があります。

　 また、エタノールは吸湿性があります。水分がエ
タノール混合軽油の中に入ると、軽油とエタノー
ルは分離しやすくなるので、取り扱いや貯蔵の際
には水分の混入に注意しなければなりません。
・材料に関する注意点
　 エタノールは粘性が低く、燃料ポンプなど燃料潤

滑を要する部品の潤滑性が低下するため、潤滑性
向上のための添加剤を加えるなど摩耗対策が必要
です。そのほか、一部の金属や非金属材料を劣化
させることがありますので、燃料系には耐エタノ
ール材料を選択することも重要です。

◆解説◆　－引火点と着火点（発火点）－
　一般的に、液体の表面からは、蒸気が出ています

（蒸発といいます）。蒸発量は、その液体の性質及び
温度に依存し、温度が高いと多くなり、燃料近辺に
火種がある場合、燃料に火が着きます。これを引火
といい、その時の燃料温度をその燃料の引火点とい
います。
　軽油は、前述のように引火点が高いので、火種を
近づけてもすぐには火が着きません。一方、ガソリ
ンの引火点は－40℃程度と非常に低く、日常生活の
温度範囲では静電気等の少しの火花でも燃焼（爆発）
しますので、漏れ等が無いように管理しなくてはな
りません。エタノールの引火点は13℃ですので、同
様な注意が必要です。
　着火点とは、燃料そのものを加熱したときに、空
気中で、火種無しに自然と燃焼が始まる温度です。
文献によると軽油は230℃、ガソリンは300℃、エタ
ノールは366℃です。従って、エタノールは自然着
火しにくい燃料ということになります。

連載　LEVOの国際協力活動
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

札幌・旭川を中心に、全道の拠点都市を網羅した配送体制で、北海道の食品輸送
を担っている。自社センターを365日24時間体制で稼働し、チルド帯仕分け作業
が可能である。時代のニーズに即した物流をめざし、輸送品質・安全性の向上に
積極的に取り組んでいる。CNG車導入について伺った。

北海道フーズ輸送株式会社

常務取締役
　  渡邊  博英 氏  に聞く

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　低公害車普及部　係長　永富   やよい

北海道フーズ輸送株式会社北海道フーズ輸送株式会社北海道フーズ輸送株式会社

独自の比較実験でCNG車のメリットを認識

《北海道札幌市》

　平成20年、10台のCNG車を導入した。
　「原油の高騰で軽油が値上がりし、120円／ℓにな
ったことをきっかけに、CNG車導入を検討しまし
た。」と渡邊常務。当時、天然ガスは60円台後半か
ら70円／㎥。当分、軽油が値下がりすることは期
待できない状況の中、緻密なコスト計算を行い、
CNG車導入を決定した。
　「同業他社からCNG車は燃費が良いという話を
聞いていたこともあり、迷いはなかったですね。
ちょうど、導入間もない同業者さんがいたので、
教えてもらいに行ったりしました。使っている人
の意見は率直ですからね。検討の結果、10台導入
することにしました。」
　国の低公害車導入補助制度、札幌市の無利子融
資制度、トラック協会の近代化基金融資などをフ
ル活用、10台中６台はLEVOのリースで導入して
いる。
　導入後、独自のデータ集計が始まった。
　「燃費などのコストを毎月チェックしています。
CNG車とディーゼル車の燃費を比較すると、例え
ば６ｔの冷蔵車では、過去２年間の平均で15％の
開きがあります。CNG導入後、一度も逆転したこ
とはありません。」と渡邊常務。当初の読み通り、
燃料費のコスト減が達成され続けている。

◆ メリット・デメリットはあっても導入に後
悔はなし

　同社が運んでいるのは、大手スーパーマーケッ
トの青果物・水産物及び日配品。商品を引き取り
に行き、物流センターで仕分けし、各店舗へ配送
するのが主である。
　「扱っているのが食料品なので、取引先の担当者
から匂いがないのが良いと評価いただいたのがう
れしかったですね。運賃などのコスト以外で評価
していただいたので、導入して良かったと思いま
した。もちろんドライバーからも匂いがない、音
が静かで良いと好評価でした。」
　また、朝早い時間帯での配送もあるため、音が
静かであるというメリットは大きいという。特に
早朝の住宅地近くのスーパーマーケットへの納品
時には、以前あったエンジン音に対するクレーム
が皆無になった。
　「クライアントから、環境に配慮した車両を導
入してほしいという要望も、最近は多くなりまし
た。CO２の削減に敏感な顧客が増えたということ
です。これからもCNG車を使い続けていきたいと
思っています。」
　導入に際し、補助金制度がありがたかったと渡
邊常務。他社へもアピールしているそうだ。
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

　「デメリットは充填に時間がかかることですね。」
　充填所を利用できる時間が限られていることも
あり、同社では、配送終了後に各自、毎日充填。
朝はそのまま配送へ向かうというルールで運用し
ているそうだ。
　充填所のない北見エリアなどへの配送ができな
いこともデメリットのひとつであるという。
　「充填所はどんどん造ってほしいですが、ないと
いうことは最初からわかっていましたので、市内
の定期コース用にCNG車は導入しました。」
　同社では燃費や修理代等を考慮して、新車は長距
離で運用することを基本方針としているが、道内の
充填所が充実していないため、CNG車では長距離間
の往復ができない。そこで、基本方針からははずれ
るが、CNG車は新車でもすべて市内配送に使用して
ディーゼル車との棲み分けをしている。もし充填所
の整備が全道で実施されたら、長距離でもCNG車を
採用したいほどだと、渡邊常務は語る。
　「修理費については、CNG車に軍配が上がりま
す。最新のディーゼル車は、マフラー部分にNOx
処理装置が装着されており、これにトラブルが多
いと聞いている。おまけにその後処理に燃料を使
うために、数年前のディーゼル車より若干燃費が
悪くなるのではという分析を私はしています。」

◆ 比較分析はハイブリッド車、バイオディ
ーゼルも

　「ハイブリッド車についても検討しています。た
だ、冬はエンジンがかかりづらくなるという報告
もあるので、これからの新しいハイブリッド車に
期待をかけています。」
　CNG車とハイブリッド車のコスト比較では同等
とのこと。冬季の操作性がクリアされれば、ハイ
ブリッド車を導入する可能性もあるが、現状では
CNG車が有利である。
　平成18年７月から20年10月までは、バイオディ
ーゼルを試験的に導入したこともあったそうだ。
　「４ｔ車３台、２ｔ車８台で試しました。燃料の
安定的確保が難しいなど、使い勝手はあまりよく
ありませんでしたね。」
　燃料の粘度を改善するために軽油を混ぜるとい
う手法もあるが、コストを考慮すると税制の関係
でメリットがないため、100％バイオディーゼルで、
長距離対応としても使用していたそうだ。しかし、
秋口から粘性が高くなり保管等の扱いも大変で、
結局CNG車へ移行した。

　「LEVOの金利についてお願いがあります。」と
渡邊常務。リース料金の見積もりの際、内訳など
の詳細がわからない仕組みになっているので、最
初にもっと情報提供してほしいという。
　「CNG車を導入する。補助金が出る。買い方や
リース方法は任せる、ということはできないので
しょうか。会社としてもお付き合いのあるリース
会社があります。そのあたりを考慮していただけ
たらと思います。」
　今後も、環境への配慮、そしてコスト削減のた
めCNG車を導入し続けたいからこそであると渡邊
常務。今後の検討課題として承った。
　平成12年から毎年、ユニセフへ寄付をしている
という同社。また、食品という、なくてはならな
いものを運んでいるという自負を持って、今後も
地域社会へ貢献していきたいという。

コスト計算について説明を受けるLEVO担当者

排気ガス中の有害物質や、二酸化炭素の排出量が少ないCNG車の
導入を行い、地球環境へ配慮した輸送を目指している

緻密なコスト計算によりCNG車を導入した
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★お客さま訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

　「毎月のように、交通事故が起きているため、こ
れを減らしたい、無くしたいということを目標に、
平成19年７月より情報収集を始めました。」と課長
の西島氏。
　ゴミの収集作業は、幹線道路から住宅宅地の狭い
路地に至るまで、くまなく行っている。特に団地内
通路や狭い路地では、安全運転で運行していても、
ゴミ収集車は大きいので圧迫感があり、スピードを
出しているような錯覚を市民が起こすこともあっ
た。また、「スピードを出して四つ角を曲がった。」、

「急に割り込んできた。」などの苦情が市民から寄
せられていたこともあり、安全運転指導を行うに
は、事実を正確に把握する必要があるとともに燃費
削減にも効果があると判断したという。
　一足早く、バス事業でEMSを導入していた宇部
市交通局へも見学に行った。導入後は、運転に関
する乗客の苦情も減り、事故や燃費も減少したと
いう事実を目の当たりにし、導入効果に納得。予
算を計上した。

◆事実に基づいた指導でドライバーは納得
　導入にあたり、ドライバーから反対があるとい
うことをこれまでも伺ってきたが、同市の場合ど
うだったのだろう。公共団体とはいえ、どんな反

応があったのか気になるところだ。
　「反対意見がなかったとは言いませんが、ごく少
数でした。もちろんドライバーは、自分は常に安
全運転をしていると思っていますからね。しかし、
導入後、ドライバーの意識が大きく変化しました。
安全運転をしていることを認めてほしい、もっと
安全運転をしたいと向上心も高まりました。」
　導入した平成21年度は、経過を見るために、本
人には口頭で指導。平成22年４月からはデータを
プリントアウトし、個々に配布した。ここで、さ
らなる向上心が生まれ、100点を目指し、ドライバ
ー同士が切磋琢磨しているそうだ。
　「以前は、出発後は自分の世界というような意識
もあったかもしれませんが、今は、市民にも見ら
れているという意識を持って仕事に取り組んでい
るドライバーの姿勢が、EMSのデータからも覗え

下関市は登録人口283,579人、推計人口278,815人（平成23年8月末現在）。本州の最西
端に位置し、本州と九州を結ぶ交通の要衝として発展してきた。今回は、パッカー車と呼
ばれるゴミ収集車運用においてEMSを導入した同市環境部クリーン推進課で、公共団体
がEMSを導入するに至るまでの経緯、“公共”であるがための苦悩などを伺った。

下関市環境部クリーン推進課

課  長
  西島  宏 氏  に聞く

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構    環境機器普及部
　　　　EMS推進グループ    調査役    坂上  政則　

下関市環境部クリーン推進課下関市環境部クリーン推進課下関市環境部クリーン推進課

データに裏付けされた安全運転で事故件数削減

《山口県下関市》

データを見ながら制限項目や減点内容について説明を受ける
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

ます。」
　スピード運転、割り込みなどの苦情も半分以下
になり、今では月に１・２回程度。それも、デー
タを確認してみると危険運転はないことが判明し
ている。また、ゴミを収集していないという苦情
には、ゴミの収集が何時に行われたかをデータ解
析し、確かな情報をもとに市民へ対応することが
できているという。

◆メリット・デメリット
　この質問も通常伺っていることだが、デメリッ
トはあったのだろうか。
　「デメリットはありません。」と西島課長はきっ
ぱり答えてくれた。
　「当初の目的のひとつである事故件数の削減につ
いては、大きな効果がありました。導入後、車両
同士がぶつかっての人身事故はゼロですし、件数
については、平成19年度に18件だったのが、平成
22年度には15件になりました。」
　平成21年度には「民家の門柱に接触」などがあ
ったが、最近は「フロントガラスに飛石で破損」
など、事故の内容も変化してきた。安全運転が徹
底されていることを裏付ける内容ではないか。
　「燃費に関しても効果がありました。」
　平成21年は9.44％、平成22年は10.45％、平成23
年１～７月は13.22％の省エネ率を達成している。
リース代以上の効果があったと西島課長。
　「ドライバーには、月間安全運転記録表を渡し、
安全運転・経済運転に努めるよう指導しています。」
　今後、警察署による安全運転講習を企画中。ゴ
ミ収集時、少しバックする時に接触する事故が少
なくないため、実地研修を行う予定だ。燃費の良
さを継続し、事故件数の削減に取り組んでいきた
いと話してくれた。

◆同市の環境への取り組み
　同市は温暖化対策の一環としてさまざまな取り組
みを行っている。ゴーヤのグリーンカーテン、雨水
の利用、ノーマイカーデーの実施など。いただいた
名刺を見るとポスターの裏紙を利用していた。
　「EMS導入に関して、県外の公共団体から問い合
わせがありました。今後も実感しているメリットを
広め、環境への取り組みを行っていきたいですね。」
　最後にLEVOへの要望を伺った。
　「契約時の書式を一考いただきたい。」と西島課長。
　現在の書式は民間型。公共団体は、よほどのこ
となない限り、倒産などはないと見るのが正当だ
ろう。年度ごとの予算という特殊な形態でもあり、
公共団体向けの契約形式があっても良いのではな
いかとのこと。契約先が多様化することも考えら
れるため、今後の課題としたい。
　ゴミ収集という市民に密着した場に、EMSの効
果が認められたことの意味は大きい。環境対策の
一環として、市民サービス向上のひとつとして、
ぜひ、他の公共団体へもアピールしてほしい。

♠下関市の名物
　下関といえばフグ。地元では「フク」と呼ばれていている。“福”に通じる、身を布に巻き一晩寝

かせて刺身にするので“布久”といわれているなど、いわれには諸説あり、真相は判明していないそ

うだ。

　旬は、秋の彼岸から春の彼岸といわれているが、技術が発達し、近年では一年中楽しむことができる。

やはり刺身ははずせない。身は、厚いほうが食べごたえがある、薄いほうが上品だと議論されること

もあるが、これは好き好きで選んでほしい。各店、独自のダシ醤油ともみじおろし、ワケギなどで食

する。下関ではフグ専用のポン酢も販売されているほど、親しまれている食べ物だ。そのほかにも、鍋、

から揚げなど、さまざまな調理方法でいただきたい。

ゴーヤカーテン等、環境に配慮した取り組みを行っている

一つの手段としてEMSを導入したが目標以上の燃費向上という結
果を得られた
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LEVOからのお知らせ

　わが国で唯一のトラック専門展示会で、15回目
の開催となる「2011東京トラックショー」が今秋
開催されます。全国から運送事業者をはじめとす
るトラック関係者が最新の製品と情報を求めて来
場される、２年に一度のトラックの祭典です。
　LEVOは、今回初めて映像コーナー、パネルコ
ーナー、パンフレットコーナーを設けて低公害ト
ラックやEMSをはじめとする環境機器、エコド
ライブ総合診断事業に係る普及啓発活動を通じた

『CO２削減に貢献するLEVO』をメインテーマに出
展します。
　映像コーナーでは、運送事業者の皆様に、実用
段階にある低公害車貨物自動車の中で、最も環境
性能に優れたCNG車の理解を深めていただくため
に作成したビデオ『CNG車導入に向けて～あなた

の疑問にすべてお答えします～』を放映します。
　また、昨年度より導入し、23年度も継続する「カ
ーボン・オフセット付CNG車リース事業」の説明
を行い、CO２削減に貢献している車両であること
をPRします。
　LEVOの出展場所は西２－17となっており、皆
様のご来場を心よりお待ちしております。

◆ 2011東京トラックショー「日本のトラッ
クに元気を！／震災復興はトラックから！」

日時：平成23年10月27日㈭～29日㈯  10：00～17：00
会場：東京ビックサイト　西展示棟、屋外展示場
http://www.truck-x.com/
＊ 同会場で2011電気自動車産業展、リニューアルトラック

フェアも同時開催されます。

★ 2011東京トラックショーに出展します ★

★ LEVO普及促進活動だより ★
◆ 第７回みんなで学ぼう！トラックと交通安

全・環境フェア
日時：平成23年９月18日㈰
会場：ポートメッセなごや
　　　名古屋市国際展示場２号館
内容： ㈳愛知県トラック協会の主催で、第７回を

迎えてますます盛況となりました。当日は
真夏日の晴天の中、早くから家族連れの行
列ができ、およそ12,000人の方が、交通安
全と環境に因んだキャラクターショーや、
試乗などで楽しんでいました。

◆第13回ひろしまバスまつり
日時：平成23年９月19日㈪
場所：広島市中小企業会館総合展示館（広島市西区）
内容： ㈳広島県バス協会が主催となり、今年で13

回を迎えました。会場には、広島電鉄、中
国JRバスなどが導入している最新のハイブ
リッドバスや呉市内を貸切バスとして走る
1963年式ボンネットバス(呉市交通局)など
16台のバスの展示と恒例の試乗会が行われ、
家族連れなど約２万人の来場者で賑わいま
した。



14

NEWS LEVO No.47

★ ビデオ「CNG車の導入に向けて」完成！ ★

　国内における圧縮天然ガス自動車（CNG車）は、
平成23年３月末までに40,429台が普及し、そのう
ち貨物自動車（普通車）は17,966台に達しました。
しかし、その普及は緒についたばかりという状況
です。
　LEVOでは、大気汚染の防止、二酸化炭素（CO２）
排出量削減など環境問題の改善及びエネルギー安
全保障の観点から、環境対応車としてのCNG車の
より一層の普及促進を図っていく必要があると考
えています。
　そこで、運送事業者の皆様に、実用段階にある
低公害貨物自動車の中で、最も環境性能に優れた
CNG車の理解を深めていただくため、CNG車PRビ
デオを制作致しました。
　このビデオは、CNG車に関する運送事業者の皆
様の様々な声や、燃費、実用性等に関する疑問に
答え、その導入メリットやCNG車を効果的に利用
するための取組みなどを紹介しています。
　これまで、CNG車に関して「燃料メーターの減り
が早い。」、「一充填あたりの走行距離が短い。」、「排
出ガスはきれいで、黒煙が全く出ないので非常に良
いが、燃費が良くない。」、「力がなく発進加速性が
悪い。」、「音が静かで疲れないが、故障が多い。」な
ど様々な声を耳にすることがありました。
　現在、CNG車の技術開発は進み、その性能や
実用性は大きく改善されてきています。そこで、
LEVOは、ビデオを通して、運送事業者の皆様の
CNG車に対する疑問や誤解を解消し、CNG車につ
いて正しく理解してお使いいただきたいと考えて
おります。
　CNG車の性能を十分に引き出すには、CNG車の
特性を良く理解していただくと同時に、正しい使
い方をしていただくことが重要です。これにより、
１台でも多くのCNG車が普及することを期待して
おります。

　ビデオは、LEVOのホームページで配信いたし
ます。

○ビデオの概要
タイトル「 CNG車の導入に向けて

～あなたの疑問にすべてお答えします～」
内　容：日本語　19分29秒
　　　　CNG車に関する様々な声
　　　　CNG車の燃費や実用性に関する疑問
　　　　CNG車の利用を高めるために
　　　　CNG車導入のメリット
　　　　CNG車をとりまく情勢

○公開先
LEVOホームページ

「動画で見る低公害車シリーズ」で配信

http://www.levo.or.jp/doga/

　必要な方にはDVDを配布いたしますので下記ま
でお問合せください。ただし、数に限りがありま
すので、不足の際はご容赦ください。

～あなたの疑問にすべてお答えします～

財団法人運輸低公害車普及機構  低公害車普及部
東京都新宿区四谷2－14－8  YPCビル
電話：03（3359）9009
FAX：03（3353）5430

◇問い合わせ先◇
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栃木市内で見かけた銀杏の木。黄葉が見事でした。

群馬の坤六峠からの眺め。

都立庭園  六義園の空いっぱいの紅葉

京都大原三千院の庭園にて。


