
 
 

「地域通貨を活用したクールチョイスの推進」事業を開始します！ 

 

１ 趣旨 

  環境モデル都市である本市では、その代表的な取り組みの一つとして平成 27 年度から「スマート

コミュニティ推進事業」を実施し、JR 塚口駅前開発地域「ZUTTOCITY」において、地域通貨とデ

マンドレスポンス(DR)※ 

 １を組み合わせて省エネと地域経済活性化の同時達成を図る取り組みに

官民連携で取り組んできました。 

このたび、この取組における省エネ及び地域経済の活性化について一定の効果が得られたこと

から、この実績を踏まえ、さらに発展させた新たな取組を実施することとなりました。 

  対象となる行動を DR から様々な COOLCHOICE（クールチョイス）※ 

 ２行動へと拡大し、それぞれ

の行動による CO2 削減量に応じた地域通貨を付与することで、さらなる民生家庭部門の CO2 削

減と、地域経済の活性化を促進します。今までイメージしにくかった目に見えない CO2 の量を

身近な地域通貨に置き換えることでわかりやすく表現し、市民一人ひとりの毎日の生活における

小さな行動変容のきっかけとすることを目指しています。 

  この新たな取組については、令和元年 9 月 8 日（日）開催の「クールチョイスシンポジウム㏌

あまがさき」をキックオフイベントと位置づけ、同日からいよいよ取組がスタートします。 
 

※1 デマンドレスポンス（DR）：ポイント等インセンティブ条件を掲げ、需要側で電力の抑制や制御を行うこと。 
※2 COOLCHOICE（クールチョイス）： 

①2030 年度に温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 26%削減するという国の目標達成のため、脱炭素社会づくりに貢献する製

品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていこうという取組

のことで環境省が進める国民運動。  

   ②尼崎市地球温暖化対策推進計画（平成 31 年 3 月策定）では、2030 年度の二酸化炭素排出量を 2013 年度比で 28%以上削減す

るという目標の達成に向け、取組方針の一つに「環境に配慮した生活・事業の促進」を掲げ、日常生活に起因するエネルギー

使用量や二酸化炭素排出量に関心をもってもらうとともに、取り組める環境配慮行動について啓発するため、クールチョイス

運動を推進することとしている。 

 

２ スマートコミュニティ推進事業の結果について 

  スマートコミュニティ推進事業は、一定規模以上の住宅開発に際し、各戸に HEMS を導入し、

地域のエネルギーマネジメントを実施するとともに、その取組を活用した地域経済の活性化につ

ながる仕組みを構築する街を「尼崎版スマートコミュニティ」として認定するものです。 

その認定事業となった「ZUTTOCITY」において、野村不動産株式会社をはじめ、JR 西日本不

動産開発株式会社、株式会社長谷工コーポレーション、株式会社まいぷれ with YOU 、関西電

力株式会社による共同事業の提案の一つとして、「地域通貨と連携した DR の取組」※ 

 ３が実施され、

本市もこれらの事業者らと協定を結び協力して取組を進めた結果、平成 28 年度から 3 年間で次

のとおり一定の効果が得られました。 
 

※3 夏期(7 月～9 月)予想最高気温が 33℃以上の平日 13 時から 16 時、冬期(12 月～2 月)予想最低気温が 2℃以下の平日 18 時から

21 時に住民に対して、DR の要請を行い、それに応えて省エネ行動を起こした方や、外出して地域通貨加盟店で買い物をした方

に追加的な地域通貨ポイント（まいポ）を付与する取組。 

 

令和元年 7 月 29 日 
所 属 環境創造課 
所属長 小島 寿美 
電 話 06－6489－6301 



 

 （１）省エネ効果 

地域通貨と連携した DR により、3 年間累計で約 11 万 5 千 kWh の電気使用量が削減され、

省エネ機器のハード整備による削減効果と合わせると、戸あたり月平均電気使用量（平成 30 年

4 月～平成 31 年 3 月）は 224kWh となりました。これは一般家庭の月平均電気使用量を 260kWh

（平均的なモデルによる月間使用量、出典：関西電力㈱）とすると、ZUTTOCITY 一戸あたりの電

気使用量は一般家庭に比べて 14%削減されているということになります。 

 

 （２）地域経済活性化効果 

夏冬の DR 該当時間帯における、地域通貨加盟店で 1 回の買い物で使用した金額（付与単価）

について、DR 該当日の方が非該当日よりも大きい傾向が見られ、最大で 1.6 倍（約 1400 円）

ほどの違いがありました。地域通貨によるインセンティブを意識して買い物等を行った可能性

があり、この取組が地域経済の活性化に一定寄与したと考えられます。 

 

３ 地域通貨を活用したクールチョイスの推進事業について 

 （１）概要 

クールチョイス行動として省エネ家電への買い替え、エコ

通勤、環境学習・イベントへの参加を行った方に対して、そ

れぞれの行動による CO2 削減量に応じた地域通貨「まいポ」

を付与します。 

 

（２）地域通貨「まいポ」とは 

   ZUTTOCITY の DR の取組により開発された地域通貨の

ことで、尼崎市内の地元のお店やいろいろな地域活動で、共

通のポイントとして「貯まる」「使える」便利でお得なサービ

スです。 

  地域で「まいポ」が流通することで地元のお金が地元で 

使われることとなり、地域の人の動きを活発にし、地域経 

済・地域コミュニティの活性化に寄与します。 

  

 （３）対象となるクールチョイス行動とポイント 

 

クールチョイス行動 CO2 削減量
(kg) 付与ポイント 

省エネ家電 
買い替え 

空調を省エネ性能☆5 機種へ更新 232  2,500 

冷蔵庫を省エネ性能☆5 機種へ更新 293 3,000 

エコ通勤 バス通勤定期券新規購入 
(阪神バス㈱が発行する尼崎特区６か月） 

285 3,000 

学習 環境学習・イベントへの参加 
（あまがさき環境オープンカレッジ主催事業） 

1.5 20 



 

 

（４）事業期間 

9 月 8 日～3月 31 日 

次年度以降は、さらに行動変容につながるように対象となるクールチョイス行動のメニュ

ーの追加をしながら、環境モデル都市アクションプランが終了する令和 5 年度 3 月末日まで

の事業継続を予定しています。 

 

（５）対象者 

   市内在住の人（エコ通勤は市内在勤を含み、学習は市内在勤・在学を含みます。） 

 

 （６）事務局 

   株式会社まいぷれ withYOU 

   所在地：尼崎市塚口本町 1－6－6－304   TEL：06－6420－8078 

 

（７）申請方法 

  ①事務局ホームページの申請フォームから直接電子申請ができます。 

②申請書の提出による申請 

利用登録申込書兼申請書を本市ホームページからダウンロードもしくは下記提出先、各加盟

店から直接入手し、利用登録申込書兼申請書を記入のうえ、下記必要書類と合わせて事務局

に提出します。 

申請書類の提出は、あまがさき環境オープンカレッジ、尼崎市役所中館 9階環境創造課、出

屋敷リベル 3階地域産業課の 3カ所で行うことができ、事務局への郵送による提出も可能で

す。 

クールチョイス行動 必要書類 

省エネ家電買い替え 領収書(写)、保証書(写)、リサイクル券(写) 

エコ通勤 定期券両面(写) 

学習 なし（参加時にその場で付与します。） 

 

４ キックオフイベント「クールチョイスシンポジウム in あまがさき」（別紙チラシ参照） 

  一見難しそうな地球温暖化や気候変動の問題について楽しく学び、毎日の生活における一人ひ

とりの小さな行動を考え直すきっかけづくりとして、シンポジウムを開催します。 

  令和元年度新規事業「地域通貨を活用したクールチョイスの推進」のキックオフイベントと位

置づけ、参加者には地域通貨「まいポ」を 100 ポイントと、かわいいクールチョイスアニマルの

マグネットをプレゼントします。 

  本シンポジウムに参加して、お得なクールチョイスをはじめませんか。 

 

（１）日時 9 月 8 日 13 時 30 分～16 時 30 分（12 時 30 分開場） 

（２）場所 中央北生涯学習プラザ １階大ホール 

（３）主な内容  



 

・第 1 部 トークショー 

      あなたの選択で変わる 30 年後の天気予報   気象予報士・防災士 正木 明氏 

    ・第 2 部 パネルディスカッション 

      私たちのエネルギーを賢く活かせるまち あまがさきを目指して 

（４）お申込み 8 月 6 日からコールセンターで先着 300 名（要予約） 

 

以 上  



あなたの選択で変わる
30年後の天気予報

第１部 正木明さんトークショー

パネルディスカッション

13:30～16:30 12:30開場

中央北生涯学習プラザ １階大ホール
先着300名（要予約） 参加費無料
お申し込み

9月8日（日）
尼崎市コールセンター
06-6375-5639
平日■ 午前8時30分～午後7時
土日祝■ 午前9時～午後5時

来場の際には
公共交通機関を
ご利用ください。

本シンポジウムは大阪ガス㈱のご協力により、
カーボンオフセットにすることで
「CO2排出ゼロのイベントとなります。

■正木 明氏■
気象予報士・防災士。尼崎市生まれ。【現在出演中】朝日
放送「おはよう朝日です」「おはようコールＡＢＣ」、ラ
ジオ関西「正木明の地球にいいこと」

来場者向けプレゼント
①クールチョイスポイント
（地域通貨）
②どうぶつマグネット

100P

詳しくはこちら▼

お問い合わせ
尼崎市  環境創造課 (06-6489-6301)
主催:尼崎市　共催:あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会

第２部
～私たちのエネルギーを賢く活かせるまち　あまがさきを目指して～



経験したことがないような暑さ。滝のように降る雨。
私たちの行動に伴い排出された二酸化炭素がもたらす地球温暖化は、
私たちの住む地球を傷つけ、私たちの暮らしを脅かしています。

私たちがこれからも安心してこの地球で暮らしていくために大切なことは、
地球にやさしい、二酸化炭素を排出しない選択をすること。

ひとりひとりが今行う選択の小さな積み重ねが、地球の未来を大きく変えます。
未来のために、今、一緒に「エネルギーを賢く活かす選択(クールチョイス)」を始めましょう！

経験したことがないような暑さ。滝のように降る雨。
私たちの行動に伴い排出された二酸化炭素がもたらす地球温暖化は、
私たちの住む地球を傷つけ、私たちの暮らしを脅かしています。

私たちがこれからも安心してこの地球で暮らしていくために大切なことは、
地球にやさしい、二酸化炭素を排出しない選択をすること。

ひとりひとりが今行う選択の小さな積み重ねが、地球の未来を大きく変えます。
未来のために、今、一緒に「エネルギーを賢く活かす選択(クールチョイス)」を始めましょう！

プログラム

基調講演
稲村和美 尼崎市長脱炭素に向けたまちづくり

第Ⅱ部　パネルディスカッション
私たちのエネルギーを賢く活かせるまち　あまがさきを目指して

第Ⅰ部　トークショー

私たちのエネルギーを暮らしに活かす

パネリストパネリスト

藤田 勝彦氏

不二電気工事株式会社　代表取締役
本市の屋根貸し事業に参画し、武庫東生涯学習プラザ、尼崎市立尼
崎高等学校の2か所に太陽光発電所を設置。武庫東生涯学習プラザ

では市内の小学生を対象に太陽光発電見学会を開き、地域に貢献。

パネリストパネリスト

正木 明氏

気象予報士・防災士。尼崎市生まれ。
朝日放送「おはよう朝日です」「おはようコールABC」等に出演中、
さらに今年春からは、ラジオ関西「正木明の地球にいいこと」パー

ソナリティーも務める、お馴染みの人気お天気キャスター。

パネリストパネリスト

話題提供（パネルディスカッションコーディネーター）

日本福祉大学国際福祉開発学部教授　千頭　聡氏

再生可能エネルギーを地域で活かす

自然のエネルギーから身を守る

誘導・筆談・手話通訳が必要な方は、開催日１週間前までのお伝えください。

あなたの選択で変わる　30年後の天気予報　　正木　明氏

キックオフ!! クールチョイスポイント（尼崎市 令和元年度 新規事業のご案内）

日本福祉大学国際福祉開発学部教授。
大阪大学大学院工学研究科修了(工学修士)。
尼崎市の環境教育・活動の拠点となる「あまがさき環境オープン
カレッジ」立ち上げに貢献。

渡辺　真理氏

市内の環境学習・教育の拠点である、NPO法人あまがさき環境オープンカレッジ副理事長、
うちエコ診断士（環境省認定）。毎年6月には「エコあまフェスタ」を開催、その他環境関連
イベントも多数行い、市民目線で精力的に活動を続けている。

基調講演

第Ⅱ部　パネルディスカッション

第Ⅰ部　トークショー


