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１．はじめに  環境への取組み及びグリーンボンド発行の目的 

 福岡市は、糸島半島と海の中道のふたつの腕に抱かれた博多湾と、背振・三郡山系や油山

といった南に広がる緑の山々に囲まれた、自然豊かなまちです。また、古くからアジアとの

交流の歴史を持ち、先人たちの叡智と努力によって九州の中枢都市としてたくましく成長

してきました。近年は、豊かな自然とコンパクトに集約された都市機能が共存する魅力的で

住みやすいまちとして、内外から高い評価をいただいています。 

 環境問題については、近年では、地球温暖化に起因すると考えられている気候変動がもた

らす豪雨などの異常気象の増加をはじめ、身近なものからグローバルなものまで、ますます

複雑・多様化しています。 

 福岡市では、環境問題の多様化とともに、社会経済状況等の変化にも柔軟に対応するため、

福岡市環境基本条例第７条に基づき、「福岡市環境基本計画（第三次）」を策定し、環境の保

全に関する施策を総合的かつ計画的に推進しています。 

 特に、地球温暖化対策については、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「地球温

暖化対策推進法」という。）に基づく法定計画、また「福岡市環境基本計画」の部門別計画

として「福岡市地球温暖化対策実行計画」を平成 28 年 12 月に策定し、市民、事業者ととも

に「地球にやさしい暮らしと都市活動とが調和した発展を続けるまち・ふくおか」をめざし

取組みを推進しております。 

昨今、地球温暖化対策については、地球温暖化対策推進法の改正（令和３年６月２日公布）

にあたり基本理念として、2050 年までの脱炭素社会の実現が記載されるなど、国内外で脱

炭素社会の実現に向けた動きが加速しています。福岡市ではこれに先立ち、2020 年２月「ゼ

ロカーボンシティ」を表明し、脱炭素社会の実現に向け 2040 年度をめざしたチャレンジを

進めています。その資金調達の一つとしてグリーンボンドを発行いたします。 

 また、グリーンボンドの発行を契機として、脱炭素社会に向けた市民、事業者、金融機関

など様々な主体とのパートナーシップによる持続可能な社会実現に向けた取組みを進めて

まいります。 

 

【福岡市環境基本計画（第三次）】（2014（平成 26）年 9月策定） 

福岡市がめざすべきまちの姿を「豊かな自然と歴史に育まれ、未来へいのちつなぐまち」

とし、その実現に向けて、４つの分野別施策と３つの分野横断型施策を組み合わせて展開

しています。 

（分野別施策） 

・ 快適で良好な生活環境のまちづくり 

・ 市民がふれあう自然共生のまちづくり 

・ 資源を活かす循環のまちづくり 

・ 未来につなぐ低炭素のまちづくり 
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（分野横断型施策） 

・ 環境の保全・創造に向けた人づくり・地域づくり 

・ 環境の保全・創造に向けたしくみづくり 

・ ふくおかから九州・アジアへ 

 

【福岡市地球温暖化対策実行計画】(2016(平成 28)年 12 月策定：現在改定中) 

「未来につなぐ低炭素のまちづくり」を基本理念に、「みんなが環境にやさしいまち」 

「エネルギーを創り、賢く使うまち」「エコで快適に移動できるまち」「資源を活かす循環

のまち」「温暖化によって増えるおそれのある災害に強いまち」を将来像に、4 つの緩和

策、１つの適応策の基本方針の下、施策を推進しています。 

（基本方針） 

 ・緩和策 

（１） 家庭・業務部門の省エネの促進 

（２） 再生可能エネルギーやエネルギーマネジメントシステム等の導入・活用 

（３） 環境にやさしい交通体系の構築 

（４） 廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用の推進 

・適応策 

（１）気候変動への適応 

 

２．グリーンボンドフレームワークについて 

本市は表 1 に記載の対象プロジェクトのうち、市債発行の充当対象となるものについて、

これをグリーンボンド（国際資本市場協会（International Capital Markets Association

以下「ICMA」という）がその時々のグリーンボンド原則において定義するグリーンボンドを

指す）として発行します。なお本市グリーンボンドはその時々の ICMA グリーンボンド原則

及び環境省が定めるその時々の「グリーンボンドガイドライン」に準拠します。 

本市グリーンボンドに関するフレームワーク（調達資金の使途、事業の評価・選定基準、

調達資金の管理、レポーティング）は以下のとおりです。なお、本市が本フレームワークに

基づき発行するグリーンボンドの一般名称を「福岡市公募公債（グリーンボンド）」としま

す。 

本市グリーンボンドフレームワークに対するセカンドパーティオピニオンは株式会社格

付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から取得します。セカンドパーティオピニオンについては本

フレームワークに記載する本市の対象事業の内容が著しく変化した場合あるいは ICMA グ

リーンボンド原則のうち「再生可能エネルギー」・「省エネルギー」・「汚染の防止と管理」・

「自然資源・土地利用の持続可能な管理」・「生物多様性保全」・「クリーンな輸送」・「持続可

能な水資源管理」・「気候変動への適応」や「グリーンビルディング」に係る内容が著しく変

化したと本市が認める場合を除き、原則初回グリーンボンド発行時に取得したものに翌年

度以降のグリーンボンド起債においても依拠するものとします。  
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３．調達資金の使途 

本市グリーンボンドの資金使途として、下表 1 の事業（以下「適格充当事業」という。）

に充当されます。 

表 1 対象プロジェクトと環境面での便益 

 グリーン適格プロジェク

ト分類名 

対象プロジェクト 環境面での便益 

① 再生可能エネルギー ・市有施設への再生可能エ

ネルギー設備導入 

環境負荷の低減（温室効

果ガス排出削減） 

② 省エネルギー ・市有施設への省エネ性能

の高い機器等の導入 

環境負荷の低減（温室効

果ガス排出削減） 

③ 汚染の防止と管理 (1)ごみ処理施設整備 

(2)下水道施設整備 

環境負荷の低減（環境汚

染物質排出削減、温室効

果ガス排出削減） 

④ 自然資源・土地利用の 

持続可能な管理 / 

生物多様性保全 

・公園整備 ・緑地等の多面的な機能

の維持増進生物多様性の

保全 
・環境負荷の低減（温室

効果ガスの吸収） 

⑤ クリーンな輸送 ・地下鉄事業 環境負荷の低減（温室効

果ガス排出削減、環境汚

染物質排出削減） 

⑥ 持続可能な水資源管理 ・水道事業 

 

安定的な飲用水の供給 

⑦  気候変動への適応 (1)水害対策事業 

(2)道路整備（緊急輸送道路

整備や排水性・透水性舗装） 

浸水災害など発生時の 

浸水被害の軽減 

⑧ グリーンビルディング ・市有施設の新築、改修 環境負荷の低減（温室効

果ガス排出削減） 

 

なお、適格充当事業はグリーンボンド原則上「再生可能エネルギー」・「省エネルギー」・

「汚染の防止と管理」・「自然資源・土地利用の持続可能な管理」・「生物多様性保全」・「クリ

ーンな輸送」・「持続可能な水資源管理」・「気候変動への適応」・「グリーンビルディング」に

該当します。 
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４．資金使途である事業の評価・選定基準 

本市グリーンボンドフレームワークにおいて対象となる事業は地方自治法及び関係諸法

令に基づき策定され、必要な議会での審議を経て議決され、予算として計上されているもの

です。 

対象となる各事業は脱炭素社会の実現や気候変動への適応など、環境問題への国や世界

的な潮流を踏まえながら、各局等にヒアリングを行い、環境面での便益が見込まれる事業を

抽出し対象プロジェクトを選定しています。 

なお、プロジェクトの選定にあたっては、環境に与えるネガティブな影響についても確認

しております。また、環境影響評価制度の対象となる大規模な事業については、住民などの

意見を聴きながら、事業が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、事業が環

境に及ぼす影響を回避、低減しています。 

対象プロジェクトにおいて想定される影響と対策は下記の通りです。 

（１）工事に伴う騒音、振動 →該当する対象プロジェクト①②③④⑤⑥⑦⑧ 

→騒音規制法及び振動規制法等を遵守することはもとより、近隣への周知徹底、理解

を得ながら進めています。 

（２）アスベスト等の有害廃棄物の飛散 →該当するプロジェクト②③⑤⑥⑧ 

→大気汚染防止法、労働安全衛生法、廃棄物処理法等の適用法令に基づき適正に処理

されることを確認しています。 

（３）交換前の機器や設備の不適正処理による悪影響 

 →該当する対象プロジェクト②③⑤⑥⑧ 

→使用冷媒等の廃棄処理は、フロン排出抑制法等の適用法令に基づき、適正に処理さ

れることを確認しています。 

（４）生態系への悪影響 →該当する対象プロジェクト①③④⑤⑥⑦⑧ 

→絶滅危惧種等の情報があれば生息域調査を行い、生息域の工事を取りやめるか、 

繁殖期間外に工事を実施しています。 

 

５．調達資金の管理 

地方自治法第 208 条に基づく会計年度独立の原則に基づいて、地方公共団体における各

会計年度における歳出はその年度の歳入（地方債によって調達された資金もこれに含む）を

もってこれに充てられます。従って、本市グリーンボンドにより調達された資金は、当該会

計年度中に適格充当事業に充当されます。 

予算として計上された歳出の状況については予算の執行状況とともに当該会計年度中予

算・実算の管理を実施する局等により管理します。 

なお、個別の充当状況に関しては、各所管課と連携して財政局財政部総務資金課にて充当

状況の把握を行い発行超過等が起こらないよう管理しています。 

会計年度の終了時には、適格対象事業を含む福岡市の全ての歳入と歳出について執行結

果と決算関係書類が作成され、市の監査委員による監査を受けます。その後監査委員の意見

とともに決算関係書類は市議会に提出され、承認されることになります。 
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本市グリーンボンドの適格対象事業の資金充当については、本市の会計制度に基づき歳

入予算の経理区分（款、項、目、節）で分類し帳簿上資金使途と支出額を明確にしながら管

理を実施します。 

未充当資金が発生した場合には充当されるまで、市の規定に基づき安全性の高い金融資

産で運用されます。 

 

６．レポーティング 

（資金充当レポーティング） 

本市グリーンボンドの調達資金の充当結果について、全額充当までの期間において本市

のウェブサイト上で毎年開示する予定です。 

（インパクトレポーティング） 

本市グリーンボンドの調達資金を充当した適格事業における環境への効果について、調

達資金が全額充当されるまでの期間において、下表 2 の項目を実務上可能な範囲で毎年継

続的に報告します。なお、年度内に充当完了を予定していますので、基本的に起債後翌年度

の議会での決算承認後のレポーティング１回を想定しています。 

表 2 インパクトレポーティングの項目 

 対象プロジェクト レポーティング項目 

①  市有施設への再生可能 

エネルギー設備導入 

・導入した設備の内容、発電量など 

②  市有施設への省エネ性能 

の高い機器等の導入 

・導入した機器の内容、CO2削減量など 

 

③ （1）ごみ処理施設整備 

（2）下水道施設整備 

（1）ごみ処理施設の拡張・維持・該当する施設詳細など 

（2）下水処理施設の拡張・維持・該当する施設詳細など 

④  公園整備 ・整備した面積 など 

⑤  地下鉄事業 ・地下鉄七隈線の延伸プロジェクトの進捗状況 

・渋滞緩和等に伴う CO2削減量 

・乗車人員数の推移 など 

⑥ 水道事業 

 

水道施設の更新工事・該当する施設詳細など 

⑦ （1）水害対策事業 

（2）道路整備 

（1）水害対策のための雨水排水施設整備及び 

河川改修（拡幅や掘削工事） 

  ・雨水排水施設整備延長（m） 

  ・施工工事の箇所名、箇所数など 

（2）緊急輸送道路整備や排水性・透水性舗装 

  ・施工工事の箇所名、箇所数など 

⑧ グリーンビルディング ・建築物に関する環境認証の取得状況など 
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７．SDGs との関連 

対象プロジェクトが関連する SDGs の目標との関連は下表 3のとおりです。 

表 3 SDGs との整合性について 

 対象プロジェクト SDGs の目標 

① 市有施設への再生可能  

エネルギー設備導入  

② 市有施設への省エネ性能

の高い機器等の導入  

③ 
(1)ごみ処理施設整備 

 

(2)下水道施設整備 
 

④ 
公園整備 

 

⑤ 
地下鉄事業 

 

⑥ 
水道事業 

 

⑦ 
(1)水害対策事業 

 

(2)道路整備 
 

⑧ 
グリーンビルディング 

 

 


