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報告 バンコク都 スワナ ジュングルングルエン
バンコク空気品質騒音管理局長
Progress Report: Suwanna Jungrungrueng
Director, Air Quality and Noise Management
Division, Department of Environment, Bangkok
Metropolitan Administration
报告 曼谷市 Suwanna Jungrungrueng
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重庆市 重庆环境保护局 局长

報告 蘭州市 ニュウ シャンドン
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the People`s Republic of China
报告 牛 向东
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Mo Bang Fu
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莫 邦富
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歓迎レセプション
Welcome Reception
欢迎晚宴

挨拶 自見 庄三郎
内閣府特命担当大臣（郵政改革・金融）
Speech: Shozaburo Jimi
Minister for Financial Services and Postal
Reform, Government of Japan
致词 自见 庄三郎
日本国政府 内阁府特命担当大臣（邮政改革 金
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エコテクノ2011視察
Brief Tour of Eco-Technology Exhibition 2011
生态科技展2011 考察

開会式
Opening Ceremony
开幕式

北九州市エコツアー（北九州エコタウン）
Kitakyushu Ecotown Tour
“生态环保之旅”，考察位于北九州市的生态环保小镇
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アジア環境都市サミット

環境未来都市を目指して

開催趣旨
地球温暖化はじめ今後の地球環境問題の鍵を握るのは経済成長著しいアジアである。このため目覚
ましい発展が期待できるアジア3カ国の有力7大都市の市長等による環境サミットを定期的に開催し、
相互に直面している環境課題を協働して解決していくことは極めて有意義な試みである。とりわけ本
サミットは西日本最大の環境技術見本市である「エコテクノ2011」と連携して開催されることになる
ため、日本の最先端の環境保全・エネルギー技術を直接に体験する機会を得ることができ、環境ビジネ
スの活性化も含め経済交流の深化と環境未来都市としての共存共栄を醸成し、環境施策推進における
指導力や実効力の増進にも大いに寄与することになる。環境問題を視点としたアジア多国間の地域交
流を緊密化かつ活性化させる環境サミットの開催は政府間交流を補強する地域主導型の新しい環境外
交の展開として実りある成果をもたらすに違いない。加えて、東日本大震災からの復興を急務として
いる日本にとって、アジア各国の有力都市との互恵関係を構築しながら地球環境に大きく貢献する環
境未来都市実現に向けた、力強いメッセージを北九州市から発信する環境サミットの開催は、日本に
寄せられた温かい国際支援に応えることにもなる。

参加都県市
●日本

7都県市（順不同）

北九州市

●中華人民共和国
●タイ王国

天津市

バンコク都

重慶市

蘭州市

チェンマイ県

チェンマイ市

開催の主眼点
大都市首長等による環境サミットは、開催することによって得る成果が北九州市はもちろん、参加するアジア
各都市にとってもそれぞれが目指す「環境未来都市」実現に大いに寄与する会議にしなければならない。行政の
トップである市長及び当該責任者がそれぞれの都市が抱えている解決すべき環境課題について語り合い、会議
の場で忌憚のない意見交換、情報交換を交わして互いに解決に資する施策を考える時間をもつことの意義は極
めて大きいものがある。とりわけ、本サミットを主催する実行委員会の要である北九州市は環境モデル都市に指
定されている日本の環境先進都市であり、日本の優れた環境技術や科学的知見の蓄積、公害克服の経験等に基づ
き、助言や最善といえる解決策を具体的に提示することが可能である。また、会議の正式参加者として位置づけ
ることになる本サミット実行委員会参加企業は、傍聴席から積極的に貢献策を例示する発言により、議論を活
発かつ充実させる役割を担うことになる。そして環境未来都市実現に向かって、参加各都市の環境課題が確実に
解決していく方向へと導かれていく機運が高まる会議にしなければならない。一方、環境サミット実行委員会参
加企業には環境未来都市の視点から国内外への普及展開を図る環境ビジネスのチャンスが生まれ、実益ある経
済交流に発展する機会が提供される場にもなるのである。
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プログラム

１日目

10月11日（火） 北九州国際会議場

8：30〜9：00

受

付

9：00〜9：15

開会式
開会の挨拶
来賓挨拶

9：15〜9：35

講

演

9：35〜9：55

講

演

9：55〜
5 10
10：25

報

告

10：25〜11：25

広中和歌子

アジア環境都市サミット実行委員
員会 委員長
（元国務大臣・環境庁長官）
〈（財）水と緑の惑星保全機構

横光 克彦
滝本 徹

環境副大臣

南川

環境事務次官

秀樹

経済産業省

ピチャヤ・プーカマン

タイ王国3都県市報告

10：25〜10：55
10：55〜11：25

バンコク都 代表報告
チェンマイ県、チェンマイ市

12：25〜12：35

写真撮影 （招聘者及び来賓）

12：35〜14：00

昼

代表報
報告

自由討議

食 （北九州国際会議場内

ラプラージュ）

中華人民共和国3都市報告

14：00〜14：30
14
14：
：30〜15：
30 15：00
15：00〜15：30

憩

天津市 代表報告
報告
重慶市 代表報
報告
蘭州市 代表
表報告

15
5：30
30〜1
16：00

休

16：00〜17：00

中華人民共和国3都市

17
7：00
00〜
〜17：30

福岡財務支
支局長
局
菊地 和博 財務省福
アジア進出スキームについて説明

17：30

1日目
目 閉

2日目

タイ王国天然資源環境副大臣

北橋 健治 北九州市長
北九州市環境DVD上映 「緑の成長戦略」〜スマートシティ構築への挑戦〜

タイ王国3都県市

18：30〜20：00

九州経済産業局長

（洪水対策のためプリーチャ・レンソンブンスブ タイ王国天然資源環境大臣 欠席）

11：25
25〜1
12：25

14：00〜15：30

理事長〉

コーヒーブレイク
自由
自由討
討議

会

歓迎レセプ
セプシ
ション （リーガロイヤルホテ
ホ ル小倉4F
F「ロイヤル
ヤルホー
ホ ル」
）

主催 歓迎レセプション地元代表世話人
北橋健治
北九州市長
竹澤
澤靖之
北九州市環境産業推進会議会長
鶴田 暁
業プラ
プラザ会
会長
九州地域環境・リサイクル交流産業

10月12日（水） 北九州国際会議場

9：30
30〜10
10：
：30
3

「エコテクノ2011 」開会式参加〜会場視察
（招聘者お
者および
よ 来賓
来賓）

10
0：30
3 〜11：00

受

付

11：00
00〜1
11：40

講

演

11：40〜12：40
4

会議総括

12：40

閉

12
2：40
4 〜1
〜 2：50

リーガロイヤルホテ
テル小倉へ移動

12：50
50〜13：30

昼

14：00
0〜1
〜17
7：00

北九州市エ
市 コツ
ツアー （北九
北九州エ
州エコタ
コタウン）

衆議院議員
衆議
（衆議院
衆議院安全
全保障委
委員会
会委員長、前内閣府
府副大
大臣、GEA副会長）
東 祥三
新しい公共について

会
食 （リーガロ
ロイヤルホテル
テル小倉
小倉3F「ク
クリスタ
タル」
）
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Asian Environmental Cities Summit Building Ecological Cities of the Future

Purport
With strong economic growth, it is Asia that holds the key to resolving global environmental issues
including global warming. There is therefore extreme signiﬁcance in regularly holding environmental
summit talks among the mayors of seven major cities in three Asian nations with strong growth prospect, in an eﬀort to achieve collaboration in addressing environmental issues that these cities mutually face. This Summit is organized in conjunction with western Japan s largest exhibition of environmental technologies, Eco-Technology Exhibition 2011. Participating in the Summit will give you
an opportunity to enjoy ﬁrsthand experience of Japan s cutting-edge conservation and energy technologies, while deepening economic exchange (including the activation of environmental business)
and building symbiotic co-prosperity as ecological cities of the future. This, in turn, will make a
signiﬁcant contribution to reinforcing leadership and execution in our eﬀorts to promote environmental measures. This environment-themed summit, aimed at building close and active regional
exchange among Asian nations from the environmental perspective, will no doubt bring about fruitful
results as a new region-initiated form of environmental diplomacy to complement inter-governmental
exchange. Japan currently faces the urgent task of reconstruction in the aftermath of the Great East
Japan Earthquake. This summit can serve as an opportunity for the nation to express appreciation
for warm support it received from the international community following the disaster, by facilitating
the development of reciprocal relations with other major Asian cities, and the delivery of a powerful
message of commitment from Kitakyushu to build ecological cities of the future and make signiﬁcant
contributions to the global environment.

Seven cities

Japan: Kitakyushu
People s Republic of China: Tianjin, Lanzhou, Chongqing
The Kingdom of Thailand: Bangkok, Chiang Mai province, Chiang Mai

Main focuses of the event
The environmental summit of the leaders of major cities must produce results that contribute signiﬁcantly to the eﬀorts by the participating Asian cities, including Kitakyushu, to achieve their visions
of building an ecological city of the future . There is a very large signiﬁcance in arranging a summit
meeting of the cities leaders (mayors) and administrative oﬃcials to discuss their respective environmental tasks, exchange frank opinions and share information so as to explore ways of bringing
about solutions. The City of Kitakyushu, the Key member of the Summit s executive committee, is
a Japanese city with advanced environmental achievements with oﬃcial designation as the nation s
environmental model city. It can provide speciﬁc advice and best solutions based on Japan s toplevel environmental technologies, accumulated scientiﬁc knowledge and experience of having overcome pollution. Companies involved in the summit s executive committee are positioned as oﬃcial
participants, and will play the role of inspiring and enhancing discussions through actively presenting suggestions as observers. The event must help build a momentum for bringing solutions to
participating cities environmental tasks as they work toward building an ecological city of the
future. At the same time, the Summit should give companies involved in the executive committee
an opportunity to establish beneﬁcial economic exchange through creating environmental business
to be deployed at home and abroad from the perspective of ecological cities of the future development.
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Program

Day 1:

October 11 (Tue) at Kitakyushu International Conference Center

8：30〜9：00

Registration

9：00〜9：15

Opening Ceremony
Opening Speech: Wakako Hironaka,

Asian Environmental Cities Summit Executive Committee Chairperson,
(Former Minister of State, Environment Agency) (Chair of the Board,
Earth Water & Green Foundation)

Guest Speech: Katsuhiko Yokomitsu, Senior Vice-Minister of the Environment
Toru Takimoto, Director-General, Kyushu Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry
9：15〜9：35

Guest Address: Hideki Minamikawa, Administrative Vice-Minister of the Environment

9：35〜9：55

Guest Address: Pithaya Pookaman, Vice Minister of Natural Resources and Environment of Thailand

9：55〜
5 10
10：25

Kenji Kitahashi, Mayor of Kitakyushu: Progress Report
Short Film: Green Growth Strategy -Striving to Establish a Smart City-

(On behalf of Minister Preecha Rengsomboonsub who is responsible for the ongoing ﬂoods in Thailand)

10：25〜11：25

Thailand: Reports

10：25〜10：55
10：55〜11：25

Bangkok Report and Presentation
Chiang Mai Province, Chiang Mai Report and Presentation

11：25
25〜1
12：25

Free Discussions

12：25〜12：35

Photo Shooting

12：35〜14：00

Lunch

14：00〜15：30

China: Reports

15
5：30
30〜1
16：00

Coﬀee Break

16：00〜17：00

Free Discussions

17
7：00
00〜
〜17：30

Kazuhiro Kikuchi, Fukuoka Local Finance Branch Bureau of the Finance Ministry
Description of the Asia Advancement Scheme

17：30

1st Day Closing

18：30〜20：00

Day 2:

14：00〜14：30
14：30〜15：00
15：00〜15：30

Tianjin Report and Presentation
Chongqing Report and Presentation
Lanzhou Report and Presentation

Welcome Reception (Rihga Royal Hotel Kokura 4th ﬂoor

Royal Hall )

Organizer: Representatives from the Welcome Reception Committee in Kitakyushu
Kenji Kitahashi, Mayor of Kitakyushu
Yasuyuki Takesawa, Chairperson, The Promotion Council for Kitakyushu Environmental Industry
Akira Tsuruta, Chairperson, Kyushu Recycle and Environmental Industry Plaza

October 12 (Wed) at Kitakyushu International Conference Center

9：30
30〜10
10：
：30
3

Opening Ceremony of Eco-Technology Exhibition 2011, and brief tour of the exhibition

10
0：30
3 〜11：00

Registration

11：00〜1
11：40

Lecture by Mr.Azuma Shozo, Member of the House of Representatives (Chairman of the Committee
on Security, the House of Representive, Vice Chairman of Global Environmental Action)

11：40〜12：40
4

About New Public Commons
Summary of the Summit

12：40

Closing Ceremony

12
2：40〜1
〜 2：50

Move to Rihga Royal Hotel Kokura 3rd ﬂoor

12：50〜13：30

Lunch at Rihga Royal Hotel Kokura

14：00〜1
〜17
7：00

Kitakyushu Ecotown Tour
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Crystal

亚洲环境城市峰会 迈向环境未来城市

举办宗旨
经济突飞猛进的亚洲，是左右全球气候变暖等今后地球环境问题的关键，因而定期召开有经济可望迅猛
发展的亚洲3国7大城市市长参加的环境峰会，协同解决相互直面的环境挑战乃颇具意义的尝试。特别是
本次峰会与西日本最大规模的环境技术展会《生态科技展2011》
联动举办，可以有机会亲身体验日本最
先进的环保和能源技术，深化包括环保商务在内的经济交流，酝酿环境未来城市的共存共荣，大大有利于
增强推进环保措施的指导力和实效力。聚焦于环境问题举办的这一密切与活跃亚洲多国间地区交流的环
境峰会，乃地区主导型的新型环境外交，是政府间交流的一种补充，必将结出累累硕果。加之，对于遭遇
东日本大地震，以灾后重建为当务之急的日本而言，与亚洲重要城市构筑互惠关系的同时，实现环境未来
城市，是对地球环境的重大贡献，因而此时在北九州市举办环境峰会，传递如此强烈之信息，亦是对国际
社会向日本提供的感人肺腑的援助的一种回应。

邀请对象候选城市：
7座城市
●日本：北九州市
●中华人民共和国 ：天津市、重庆市、兰州市
●泰王国：曼谷市、清迈省、清迈市

举办会议的主要目的
本次环境峰会有各大城市首脑参加，应努力确保会议取得充分有助于北九州市以及各亚洲参会城市实现
环境未来城市的成果。本次会议上，各城市的行政首脑市长将分别介绍各自城市所面临的亟待解决的环
境问题，坦率交流意见，互换信息，探讨解决问题的方策，意义深远。尤其是本次峰会的主办方组委会之
核心北九州市被指定为环保模范城市，是日本的环保先进城市，有着日本优秀的环保技术和科学见解的
积淀，以及克服公害的丰富经验，可以为本次峰会提供具体建议和解决良策。本环境峰会组委会的成员企
业还将作为会议的正式参会者，从旁听席积极发言，列举具体案例，献计献策，以活跃并充实讨论。本次
会议还应是一次为环境未来城市的实现造势，牵动各参会城市的环境问题得以切实解决的会议。同时本
次会议还将从环境未来城市这一角度出发，为峰会组委会成员企业带来向国内外普及推广环境商务的机
会，提供有望发展为伴随实际利益的经济交流的机会。
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会议议程安排

第一天

10月11日（星期二）北九州国际会议场

8:30～9:00

登记

9:00～9:15

开幕式

开幕致词
来宾致词

广中和歌子 亚洲环境城市峰会 委员长
长
〈前环境大臣、（财团法人）水与绿色星球保护机构总裁〉
横光克彦
日本环境副大臣
泷本彻
经济产业省 九州经济产业
业局长

9:15～9:35

讲演 南川秀树 环境事务次官

9:35～9:55

泰国自然资源与环境部副部长 Pithaya Pookaman
（泰国自然资源与环境部部长 Preecha Rengsomboonsub 因应对国内洪灾措施，未能出席会议）

9:55～10:25

北桥健治 北九州市长报告
绿色发展战略~建设智能城市的挑战~

10:25～11:25

泰王国

曼谷市、清迈省、清迈市报告

10:25～10:55
10:55～11:25

11:25～12:2
:2
25

自由讨论

12:2
12
25～12:35

摄影

12:3
:35～14:00

午餐

14:00～
0 15:30

中华人民共和国
14:00～14:30
14:30～15:00
15:00～15:30

曼谷市 代表报告
清迈省、清迈市 代表报告

天津市，重庆市，兰州市 报告

天津市 代表报告
重庆市 代表报告
兰州市 代表报告

15:30～16:00

茶歇

16:00～17:00

自由讨论

17:00～17:30

菊地和博 财务省福冈财务支局
局长 介绍进军亚洲的计划

17:30

结束

18:30～20:00

欢迎晚宴（丽嘉皇
嘉皇家
家酒店4楼 "Royal Hall"）
运作
作代表人
北桥
北桥健治
健治 北
北九
九州市长
市长
竹泽靖之 北九州
九州市环
市环境产业推进会议 会长
长
鹤田
鹤田晓
九州地
地区环
环境· 再利用产业交流广场
场 会长
长

第二天

10月12日（星期三）北九州国际会议场

9 :30
30 ～1
～10:
0:30
3

列席“生态科技展2011”开幕式

10:3
10
:30～11
11 :00
:0

登记

11:00～11:40

府副大臣
副大臣（GE A副会长
会长）
演讲 东祥三 众议院安全保证委员会委员长 前内阁府
题目：有关“新公共（New Public Commons）”

11:40～12:40

会议总结

12:40

闭会

12:40～12:50

回酒店

12:5
50～13:30

午餐会在
在酒店
酒店（丽嘉皇
皇家酒店3
店3楼
楼 "Crystal"）

14:00～17:00

“生态
生态环保
保之旅”
位于北九州市的生态环
环保小镇
， 考察位于
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参加者
参加都市
バンコク市
スワナ

ジュングルングルエン 局長

スティモル
スパワン

ケッソンブン
イントン

空気品質騒音管理局

チーフ

汚泥プロジェクト

環境保護論者

チェンマイ県
アピワット

クナラック

局長

地域環境オフィス

ブンポット

クンタセン

局長

チェンマイ県天然資源環境所

アナリスト、チーフ

外事課

マリン

ラオルプンスクル

チェンマイ市
スントン

ヤムシリ

キティコーン
ジャリヤ

副市長

トカニチャート 主任

タンチャンポン

汚水管理課

ヘッド

環境プロモーション部

天津市
シュ

チャンユン

副秘書長

天津市人民政府

バオ

ジンリン

チーフエンジニア

天津市環境保護局

幹部

天津市人民政府外事弁公室アジア地区

局長

重慶環境保護局

所長

重慶環境保護局

副所長

重慶環境保護局

副市長

蘭州市人民政府

副主任

蘭州市政府国有資産監督管理委員会

取締役会長

蘭州市国資投資（控股）建設集団有限公司

取締役会長

蘭州煤炭有限責任公司

チ

取締役会長

蘭州華瑞徳房地産開発有限責任公司

チュアン

所長

蘭州市人民政府外事弁公室

ジャン

ジン

重慶市
ツッアオ
リウ
ル

グアン

フイ

チン

ジュンチャン

蘭州市
ニュウ
タオ
リ

シャンドン

チェン

シンチュアン

リウ
リ
ワン

ガン

イェン
リン
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招へい者及び講演者
海外
タイ王国
ピチャヤ
サクダ

プーカマン
ノパシット

アスダポーン
パビック

天然資源環境省

大臣秘書

天然資源環境省

クライヤパノン 局長

ケサバヲン

スピットポーン
ウィラサック

天然資源環境副大臣

ブナ

天然資源環境省国際連携課

環境保護論者エキスパート

天然資源環境省

環境保護論者シニアエキスパート

天然資源環境省

フートラクーン 大使

駐日タイ王国大使館

中華人民共和国
周

海成

公使参事官

中華人民共和国駐日本国大使館

李

桂萌

二等書記官

中華人民共和国駐日本国大使館

莫

邦富

作家・ジャーナリスト

日本
自見

庄三郎

内閣府特命担当大臣（郵政改革・金融） 日本国政府

横光

克彦

環境副大臣

環境省

衆議院安全保障委員会委員長

衆議院

東

祥三

南川

秀樹

環境事務次官

環境省

米谷

仁

課長

環境省地球環境局総務課

滝本

徹

局長

経済産業省

菊地

和弘

支局長

財務省福岡財務支局

瀬野

清水

総領事

在重慶日本国総領事館

九州経済産業局

北九州市
北橋

健治

市長

今永

博

局長

環境局

松岡

俊和

環境モデル都市担当理事

環境局

内藤

英夫

室長

環境局
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環境国際戦略室

Participant List
PARTICIPATING CITIES
Bangkok Metropolitan Administration
Suwanna Jungrungrueng

Director

Air Quality and Noise Management
Division, Department of Environment

Suthimol Kessomboon

Chief

Project and Sludge Management Suboffice

Supawan Intoon

Environmentalist, Practitioner Level

Chiang Mai Province
Apiwat Kunarak

Director

Regional Environment Office

Bunpot Kuntasen

Director

Chiang Mai Provincial Office of Natural
Resources and Environment

Malinee La-orpunskul

Policy and Plan Analyst, Supervisor,

Foreign Affairs Division, Chiang Mai

Chief

Governor Office

Chiang Mai City
Soontorn Yamsiri

Deputy Mayor

Kitikorn Tokanitchart

Chief

Wastewater Management

Jariya Tanchanpong

Head

Environmental Quality Promotion
Section

Tianjin City
Chang Yun Shu

Tianjin City Government of the

Deputy Secretary

People's Republic of China
Jing Ling Bao

Chief Engineer

Tianjin City Environmental Protection
Bureau

Jing Zhang

Cadres

Foreign Affairs Office of Tianjin City,
Asia District

Chongqing City
Guang Hui Cao

Director

Chongqing Environmental Protection
Bureau

Qin Liu

Director

Chongqing Environmental Protection
Bureau

Jun Qiang Lu

Deputy Director

Chongqing Environmental Protection
Bureau

Lanzhou City
Xiang Dong Niu

Lanzhou City Government of the

Deputy Mayor

People's Republic of China
Tao Cheng

Lanzhou State Own Assets Regulatory

Deputy Director

Committee
Xin Quan Li

Chairman of the Board

Lanzhou State Owned Investment
Construction Co., Ltd.

Gang Liu

Chairman of the Board

Lanzhou Coal Soot Co., Ltd.

Yan Qi Li

Chairman of the Board

Lanzhou Hua De Real Estate Co., Ltd.

Lin Chuan Wang

Director

Foreign Affairs Office of Lanzhou
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INVITED SPEAKERS AND PARTICIPANTS
Overseas
Thailand
Pithaya Pookaman

Vice Minister

Ministry of Natural Resources and
Environment

Sakda Noppasit

Secretary to the Minister

Ministry of Natural Resources and
Environment

Asdaporn Krairapanond

Office of International Cooperation,

Director

Ministry of Natural Resources and
Environment
Pavich Kesavawong

Environmentalist, Professional level

Ministry of Natural Resources and
Environment

Supitporn Bunnag
Virasakdi Futrakul

Senior Environmentalist,

Ministry of Natural Resources and

Professional level

Environment

Ambassador

Royal Thai Embassy Tokyo, Japan

Minister Counselor

Embassy of the People's Republic of

China
Zhou Haicheng

China in Japan
Li Gui Meng

Second Secretary

Embassy of the People's Republic of
China in Japan

Mo Bang Fu

Columnist

Shozaburo Jimi

Minister for Financial Services

Japan

Government of Japan

and Postal Reform
Katsuihiko Yokomitsu

Senior Vice Minister

Ministry of the Environment

Shozo Azuma

Chairman, Committee on Security

House of Representatives

Hideki Minamikawa
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参加者
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曼谷市
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主任

空气质量噪音管理部局

Suthimol Kessomboon

主要

污泥计划部门

Supawan Intoon

环境保护者

清迈省
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主任

环境推广局 地域

Bunpot Kuntasen

主任
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結果概要
2011 年 10 月 12 日

１．要旨
「アジア環境都市サミット：環境未来都市を目指して」は、アジア地域を代表する都市の市長や政府高官な
どの参加を得て、都市レベルで直面している環境問題について相互に共有するとともに、各都市で協働して
解決していく方策についてハイレベルの政策対話を行うことを目的として、10 月 11、12 日北九州市におい
て開催された。
本会合には、中国、タイ、我が国から 7 つの都県市（天津市、重慶市、蘭州市、バンコク都、チェンマイ県・
市及び北九州市）から市長をはじめとするハイレベルの代表者、特別来賓としてタイ国政府からピチャヤ・プー
カマン環境副大臣が、また我が国政府からは自見庄三郎金融・郵政改革担当大臣、横光克彦環境副大臣及び
東祥三衆議院安全保障委員長らが参加、さらには多くの地元企業の代表者らが参加して議論に加わった。
会議は 2 日間にわたり、参加都市からの発表及び熱心な意見交換を行い、これらを踏まえた議長総括に基
本合意して成功裏に終了した。会議参加者からは、本会議の意義を高く評価するとともに、今後ともこうし
たハイレベルの政策対話を継続していくことが重要との意見表明がなされた。
なおこの会議の成果は、10 月 14、15 日東京で開催される地球環境行動会議主催の国際会議に反映される
とともに、今後環境未来都市実現に向けた北九州発のメッセージとして世界に広く発信されていくこととなっ
ている。

２．会議の成果概要
（１）参加各都市からの発表：
各都市からの発表要旨を参照。
（２）意見交換の主な結果：
①交通を主要因とした大気汚染や騒音、資源管理や 3R などに関連した固形廃棄物問題、枯渇、汚染、
洪水などの水問題、公園や森林管理などに代表される都市の緑化、省エネ、グリーン開発、コベネフィッ
トなど低炭素社会構築に対応する政策の立案など、広範な環境課題が共有された。
②環境関連事項を都市域全体に亘る都市計画、産業計画、土地の利用規制の中に組み込むことの重要性
が確認された。
③環境影響評価や環境技術など既存のツールを十分活用しつつ、経済発展と環境保護のバランスと調和
を保つことは不可欠であるということが認識された。
④民間企業、市民、NGO などの多様な利害関係者が政策立案や都市計画に参画していくことで、地元
のニーズを政策に反映するとともに、効果的な実施につながるということが指摘された。
⑤国際協力を通し、環境政策の立案・実施・監査・強化を行う人材の能力開発が重要であると認識された。
⑥参加都市の相互理解を促すために、各都市が発表した優良事例を共有することが勧められた。
⑦日本の技術、ノウハウ、ソフトウェアが参加都市に活用され、更なる適用につながる可能性が示された。
⑧環境問題を解決するためには、地域の環境保全推進のために都市が積極的なイニシアティブを取るこ
との重要性に加え、政府と地方公共団体の間の協力が不可欠であることが合意された。
（３）今後の基本的方向
①本会議の結果概要は、10 月 14、15 日に地球環境行動会議（GEA）により開催される国際会議「復興
を通じた持続可能な社会づくり」に反映される。
②国際会議の場などを通じて、環境未来都市実現に向けた北九州からのメッセージとして、世界に広く
発信していくことを確認。
（了）
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Executive Summary
October 12, 2011

1. OVERVIEW
The "Asian Environmental Cities Summit: Building Ecological Cities of the Future" was held on 11th and
12th October 2011 in Kitakyushu, Japan. Attended by mayors and senior officials of the major cities in the
Asia region, the Summit aimed at developing high-level policy dialogue to seek measures which each city
cooperatively takes through sharing their experiences.
The Summit was attended by seven metropolitans and cities, namely Tianjin, Chongqing and Lanzhou
(China), Bangkok and Chiang Mai (Thailand), and Kitakyushu (Japan) together with Mr. Pithaya Pookaman,
Vice-Minister of Environment as the special guest from the Thai Government as well as Dr. Shozaburo
Jimi, Minister for Financial Services and Postal Reform and Mr. Katsuhiko Yokomitsu, Senior Vice Minister
of the Environment from Japanese Government. In addition, representatives of local private sectors joined
the Summit in order to interact with participants.
The Summit discussed common issues among participating cities based on their reports and concluded
by adopting its Chair's Summary. Participants welcomed the initiative of the Summit and expressed their
strong support to explore the possibility of continuing this kind of policy dialogue in the future.
The outcome of the Summit will be reflected to the International Conference 2011 held in Tokyo, Japan
on 14th and 15th October 2011 organised by Global Environmental Action (GEA), and will also be
disseminated to the international community toward realising environmental future cities as a message
originated from Kitakyushu.

2. SUMMARY OF OUTCOMES
1) Reports from participating cities:
Please refer to the "Summary of Presentation" section.
2) Results of discussions
(a) A wide range of environmental concerns were shared among participants including air and noise
pollution, which are most likely linked with transport, solid waste including resource management
and 3Rs, water issues (shortage, pollution and flooding), greening of the city (park and forest), and
policies and measures to address low carbon society including energy saving, green development
and co-benefit with local environmental issues;
(b) It was acknowledged that it was crucial to incorporate environmental dimensions into urban landuse, industrial planning and zoning on a city-wide basis;
(c) It was considered vital to keep balance and harmonisation between economic development and
environmental conservation through maximising the use of existing tools such as environmental
impact assessments and environmental technologies;
(d) It was important to involve multi-stakeholders (business sectors, citizens and NGOs) in developing
cities' policies and planning since acknowledging and reflecting local needs is one of the most
effective ways to enhance the city environmental policy;
(e) Capacity development of human resources was highlighted to sufficiently enhance planning,
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implementation, monitoring, and enforcement of the environmental policies which can be promoted
through international cooperation;
(f) In order to enhance mutual learning among participating cities, it was encouraged that there be
sharing of good practices made by each city;
(g) Participants noted many occasions for Japanese technologies, know-how and software to be applied
to participating cities for further expanded application; and
(h) Participants agreed that the collaboration between the national and city governments remains
essential in solving environmental issues, in addition to the active role of city governments' initiatives
in enhancing local environmental protection.
3) Next Steps
(a) The outcome of the Summit will be reflected to the International Conference 2011 held in Tokyo,
Japan on 14th and 15th October 2011 organised by Global Environmental Action (GEA); and
(b) The outcome of the Summit will also be disseminated to the international community as a strong
message toward realising environmental future cities originated from Kitakyushu.
(end)
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结果概要
2011年10月12日

１．要旨
本次的“亚洲环境城市峰会 ：迈向环境未来城市”由代表亚洲地区都市的市长及政府高官等参加，目的是共享
所面临的都市层次之环保问题，同时进行基于各都市间的相互合作以谋求解决方案的高级别政策对话，会议在
10 月 11、12 日于北九州市召开。
以中国、泰国及日本的 7 个都县市（天津市、重庆市、广州市、曼谷都、清迈县、市及北九州市）的市长为首
的高级别代表及作为特别来宾的泰国政府 Pithaya Pookaman 天然资源环境副大臣，以及日本政府派出的自见庄
三郎金融邮政改革担当大臣、横光克彦环境副大臣和东祥三众议院安全保障委员长等参加了本次峰会，此外，
还有许多地方企业的代表也参加了大会并加入议论行列。
会议持续了 2 天，与会的都市代表发表了讲话并热心交换了意见，在此基础之上，由议长进行综合后基本达成
协议并告圆满成功。与会者们就本次会议的意义给予了高度评价，并对今后继续举办此类高级别政策对话的重
要性表明了意见。
本次会议的成果将在 10 月 14、15 日于东京召开的由地球环境行动会议主办的国际会议中进行报告，同时，还
将其作为向今后的环境未来城市的实现而进发的北九州的宣言向全世界进行宣传。。

２．会议的成果概要
（１）与会各都市代表的发言 ：
请参看各城市的发表内容要点。
（２）意见交换的主要结果 ：
①就以交通为主因的大气污染和噪音、资源管理和 3R 等相关固态废物问题、干旱、污染及洪水等的水问题、
以公园及森林管理等为代表性的都市的绿化、节能、绿色产品开发、针对构筑 co-benefit 等低碳社会的
政策的确立等广泛的环保课题进行了共享。
②确认了将环保关联事项纳入跨越都市全体的都市计划、产业计划及土地的管制利用之框架中的重要性。
③认识到充分活用环保影响评价与环保技术等现存工具以保持经济发展与环境保护之间的平衡与协调的不
可或缺。
④指出了通过民营企业、市民及 NGO 等多样的利害关系者参与政策制定与都市计划，使地方的需求在政
策中得到反映的做法直接决定了实施的效果性。
⑤认识到通过国际间的合作以对从事环保政策的制定、实施、监督及强化之人材的能力进行开发的重要性。
⑥为了促进参与都市之间的相互理解，提倡共享各都市所发表的优良事例。
⑦日本的技术、技能及软件被参与都市得以灵活运用，并展示出可进一步得到运用的可能性。
⑧为了解决环境问题，在都市积极采取主动以推进地区环保事业的这一重要性之上，更取得了政府与地方
性公共团体之间的合作是不可或缺的这一共识。

（３）今后的基本方向
①本会议的结果概要在 10 月 14、15 日由地球环境行动会议 (GEA) 举办的国际会议“复兴所至可持续发展
的社会构建”中得到反映。
②通过国际会议这一舞台，对向环境未来城市的实现而进发的北九州的宣言在世界上的广泛宣传进行确认。
( 完结 )
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議長総括
はじめに
1. 2011 年 10 月 11 日および 12 日、日本の北九州市にて「アジア環境都市サミット：環境未来都市を目指して」
が開催された。本サミットには、中国の天津、重慶および蘭州、タイのバンコクおよびチェンマイ、日本
の北九州などアジアの主要都市の市長や要人、そして特別来賓としてタイの環境副大臣が参加した。さら
に地元の民間企業の代表者がサミットに参加して、参加者との交流を図った。

開会式
2. 実行委員長である広中和歌子氏は、開会の辞の中で、先般タイで発生した災害に対する同情の意を表明した。
日本の環境副大臣である横光克彦氏は参加者を歓迎し、環境問題に対する都市の関わりの重要性を強調し
た。また、経済産業省九州経済産業局長である滝本徹氏は、環境技術分野における北九州市のリーダーシッ
プを強調した。

基調講演
3. 日本の環境事務次官である南川秀樹氏は、基調講演の中で、3 月 11 日以来日本に寄せられた支援に対する
謝意を述べた。
a）緑化に配慮した開発によって生活の質を維持および改善し、また富裕層と貧困層の差を縮小するために、
自然資源および環境の限界を考慮する必要がある。
b）リオ +20 では、現在の国際的な社会構造を把握するとともに、気候変動、生物多様性、淡水資源、食
糧安全保障およびエネルギー安全保障などの、地球規模の複雑で多様な問題を全面的に取り上げる必
要がある。
c）現在の世界には、時間的および空間的な制限が存在する。技術開発に加えて、地方自治体レベルでの
協力は、このような制限を打開し、コンパクトシティまたは低炭素都市などの優れた都市計画を推進
するのに重要な役割を果たすだろう。
d）日本は現在、先般の災害から立ち直るという多大な困難のただ中にある。しかし裏を返せば、気候変
動など地球規模の環境問題に関する取り組みに資するグリーン成長の原動力として、日本の経験を最
大限に活用する時であるとも言えるだろう。
4. タイ王国天然資源環境副大臣ピチャヤ

プーカマン博士は、プリーチャ

レンソンブンスブ大臣の代理と

して、基調講演を行った。
a）タイ王国政府は、天然資源や環境に対する調和・公平性・効率性のある参加型管理に基づいて、生活
の質を向上させるという目的を掲げた、2012 年～ 2016 年の天然資源・環境計画を策定している。
b）タイの戦略は、タイの 30 以上の州を浸水させた先般の洪水を勘案して、環境管理、都市部の環境基準、
持続可能な生産と消費、環境に責任を持つ社会、気候変動や自然災害に対する都市の回復力の分野を
網羅している。
c）環境に配慮した経済を実現するための開発枠組みを構築するために、持続可能な開発に関するハイレ
ベル国連会議リオ +20 のプロセスへの参加は重要である。
d）
  「ASEAN ビジョン 2020」とともに、ASEAN の環境的に持続可能な都市（ESC：Environmentally
Sustainable Cities）の（事務局は北九州に置かれた。
）は、環境に配慮した清浄な ASEAN 都市の構想
を支えるメカニズムの一つである。副大臣は、日本政府の有益な支援に対する深謝の意を表明した。
e）来年には、カンボジア、日本、タイおよびオーストラリアの各政府の連携の下、第 3 回 ESC ハイレベ
ルセミナーがカンボジアで開催される。副大臣は、アジア太平洋の他の地域にも連携が広がることに
関する期待を述べた。
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各都市報告
5. 北九州市長である北橋健治氏は、
「緑の成長戦略：スマートシティ構築への挑戦」に関する特別報告を行った。
a）1950 年～ 1960 年代、北九州市は、海洋汚染や大気汚染などの深刻な環境汚染に直面していた。北九州
市は、女性グループ、民間企業および大学など地元のさまざまな関係者の支援を得て、破滅的な環境
状態からの順調な立ち直りを見せている。
b）市の再生には、環境問題を克服するための市民の活動と連携が重要な役割を担った。またこのような
市民活動は現在、北九州市の環境にやさしい開発に貢献している。
c）北九州市は、環境技術・製品・サービスを推進する一方で、経済成長と環境保護の両立を達成するた
めの「グリーンフロンティアプラン」や「スマートコミュニティ創造事業」といった、さまざまな環
境計画やプロジェクトも実行している。
d）北九州市は、過去の経験や現在の技術的知識を、中国、インドネシア、カンボジアやインドのアジア
の都市と分かち合って、環境技術提携を積極的に推進している。
6. バンコク空気品質騒音管理局長スワナ

ジュングルングルエン氏は、バンコクが直面している多数の問題

を指摘した。
a）以前には粒子状物質の標準的レベルを超過していた大気環境は、公害対策の実施、および公共交通機
関の利用や自動車相乗り通勤がより促進されたことにより、現在大幅に改善されている。
b）地域の人口増加の影響を受ける固体廃棄物処理も、開放埋め立てから高温技術への切り替えや、生物
学的技術施設の建設によって、長期的には改善されていくだろう。
c）多くの場合、市の経済上の目標とは相容れない排水問題に対する取り組みであるが、5 件の大規模な排
水処理プロジェクトやゼロ排出活動が策定されている。
d）またバンコクは「足るを知る経済」理念の下、環境実施プログラムを推進して、より住みやすく、後
世に繋がる都市を構築することを目指している。
e）2012 年までに一人あたりの緑地面積を 5m2 にすることを目標とする市の総合計画を通じて、民間部門
の参画を促進し、緑地面積を増やす。
7. 地域環境オフィス局長アピワット

クナラック氏は、チェンマイ知事の代理として、大気・水質・廃棄物

を中心とするチェンマイの主要な課題を取り上げた。
a）タイ北部の伝統的農業文化の一環として行われる野焼きが主な原因となって、毎年 2 月下旬から 4 月
初旬にかけて、もやの問題が発生する。
b）多くの場合住宅地および商業総合施設から排出される廃棄物と、埋立地に投棄される廃棄物の量は、
一日あたり 1,000 トン以上に増加している。
c）緑地面積の減少に加えて、家庭排水および産業排水による運河および河川の汚染。
d）チェンマイ市には市の清掃計画があるが、当計画の成功には、市民の多大な関わりおよび教育が必要
になる。タイは、
「学校、コミュニティと寺院」
（SCT：School, Community and Temple）モデルを構築
している。タイの多くのコミュニティは寺や学校を中心として構成されているので、その関係者を通
じて最良の慣行を広めることができる。
8. 天津市副秘書長である舒长云氏は、天津市を環境都市に作り上げることに関する課題および成果に言及した。
a）天津都市部の環境は、産業公害の管理、生物多様性の保全および水生環境における特定分野の管理に
取り組んで複数の段階に及ぶ目標を達成した後、明らかな改善を示している。
b）その一方で天津は、特に農村において、産業構造やエネルギー構造、環境保全上の水資源管理や下水
処理施設の点で、新たな課題に直面している。
c）天津はエコシティとして「住みやすい都市」を構築するために、エネルギー保全、汚染放出緩和、水
質改善、緑化、環境改善のためのリサイクル、より澄んだ青空、より清浄な水、より緑の多い土地の
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実現に取り組んでいる。
d）アジアの都市は、繋がりを作り、環境および保全の分野で提携することで、アジア地域のためだけで
なく全世界のためにも、環境保護ビジネスの好例の構築のために協働・連携するべきである。
9. 重慶環境保護局長曹光輝氏は、重慶を環境都市に作り上げることに関する課題および成果に言及した。
a）経済の成長が加速する一方で、環境保全活動もまた強化されている。市は産業構造および開発方法を
見直すことで、迅速で健全な開発を成し遂げた。
b）環境保護をさらに推進するために、大気環境・水質・緑地・低騒音の 4 つの分野で行動計画が実施さ
れている。市は環境基準を引き上げ、「 5 つの重慶」と名付けられたイニシアチブを推進している。
c）近年、重慶は急速な経済発展を遂げ、中国において 3 年連続で最も経済成長率の高い 3 都市のうちの一
つとなっている。GDP 単位あたりのエネルギー消費および主要な汚染物質の排出は、大幅に減少した。
d）重慶は今後、資源保全および環境保護に対してさらに尽力する。市は、グリーン成長および循環経済
を推進する。これらの目標を達成するために、快適で幸福な都市作りを目指して、日本やその他の国
の先進技術および管理経験が共有されることを期待する。
10. 蘭州市副市長である牛向东氏は、市の主要な環境問題および将来の展望を提示した。
a）中国西部に位置する蘭州市は、甘粛省の首都である。市は急速な経済成長を遂げる一方で、さまざま
な環境問題に直面している。
b）蘭州市には、低地森林および乾燥した環境下での植生という非常に脆弱な生態系があるため、「市の
緑化」に取り組んでいる。
c）市の汚染およびエネルギー大量消費は、主として、エネルギーを大量消費する重工業、そして特に家
庭での冬期の暖房使用が原因である。
d）水質汚染、二酸化硫黄、二酸化炭素、有害廃棄物、固体廃棄物および粒子状汚染物質を減らすために、
さまざまな環境政策および環境技術が活用されている。
e）大気汚染および生態系保全は、依然として困難な課題である。こうした課題に取り組むためには、健
全な資材サイクル社会、環境技術および環境管理に力を入れる必要がある。

来賓講演
11. 衆議院安全保障委員会委員長である東祥三氏は、
「新しい公共について」、特に災害後の対応に関する最新
情報と、壊滅的な地震と津波から得た教訓に重点をおいて講演を行った。
12. 財務省福岡財務支局長である菊地和博氏は、社会をより持続可能な方向へ動かす政策手段として、
「アジア
地域内での連携」、「環境金融」、「国有財産の活用」の 3 つのトピックを提示した。

討議
13. 討議の主な成果は以下のとおりである。
a）参加者は、環境に関するさまざまな懸念について話し合った。その内容は、大気汚染や騒音（多くの
場合輸送に関連している）、資源管理や 3R を含む固体廃棄物の件、水に関する問題（水不足、汚染お
よび洪水）、市の緑地化（公園と森林）、エネルギー節約・環境に優しい開発・地域の環境課題とのコ
ベネフィット（相乗便益）など低炭素社会に取り組むための政策や方針などである。
b）都市部における土地活用、産業計画および市全体での区画整理に、環境の視点を取り入れることの重
要性が確認された。
c）環境影響評価および環境技術といった今ある手段を最大限活用することで、経済発展と環境保全との
バランスや調和を保つことが極めて重要であると考えられる。
d）市の環境政策を強化する最も効果的な方法の一つは、地域のニーズを把握して政策に反映させること
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である。従って、市の政策と計画の策定には、複数の関係者（企業、市民および NGO）を関与させる
ことが重要である。
e）環境政策の計画・実施・監視・励行を十分に強化することを目的に、人材の能力開発が強調された。
これは JICA などの国際協力を通じて推進することができる。
f）参加都市が互いからより多くを学び取るために、各都市が構築した良好事例を共有することが推奨され
た。
g）参加者は、参加都市に対して適用される日本の技術・ノウハウ・ソフトウェアの適用をさらに拡大す
る多数の機会について言及した。
h）参加者は、地域の環境保護の強化における市当局のイニシアチブに関する積極的な役割に加えて、政
府と市当局との間の協力は、環境問題を解決する上で重要であることを確認した。

エコテクノ 2011 訪問
14. 参加者は、北九州国際会議場で開催された「エコテクノ 2011」を訪問した。参加者は、展示会に参加し
た民間企業と提携する可能性を探り出すことに興味を示した。

次の段階
15. アジア環境都市サミットは、次の段階を以下のとおりに定めることに合意した。
a）アジア環境都市サミットの結果は、2011 年 10 月 14 日および 15 日に日本の東京で開催される、地球環
境行動会議（GEA：Global Environmental Action）主催の国際会議 2011 に反映される。
b）また、アジア環境都市サミットの結果は、未来の環境都市の実現に向けて北九州市から発せられた強
力なメッセージとして、国際的な行事を通じて国際社会に伝達される。
16. 参加者はアジア環境都市サミットのイニシアチブを歓迎し、今後もこのような政策対話を継続する可能性
を探っていくことを大いに支援する旨を表明し、サミット開催中に受けた歓待について主催団体に感謝の
意を表明した。
（終わり）
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Chair's Summary
INTRODUCTION
1. The "Asian Environmental Cities Summit: Building Ecological Cities of the Future" was held on 11th and
12th October 2011 in Kitakyushu, Japan. The Summit was attended by mayors and senior officials from
major cities in Asia, namely Tianjin, Chongqing and Lanzhou (China), Bangkok and Chiang Mai (Thailand),
and Kitakyushu (Japan) together with the Vice-Minister of Environment of Thailand as the special guest.
In addition, representatives of local private sectors joined the Summit to interact with participants.

OPENING SESSION
2. Ms. Wakako Hironaka, Chair of the Executive Committee opened the summit, expressing her sympathy
for the recent disaster Thailand has experienced. The participants were welcomed by Mr. Katsuhiko
Yokomitsu, Senior Vice Minister of the Environment, Japan, who stressed the importance of city's
involvement in environmental problems, and Mr. Toru Takimoto, Director-General of the Kyushu
Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry, who emphasised the leadership of the City of
Kitakyushu in the area of environmental technologies.

KEYNOTE SPEECHES
3. Mr. Hideki Minamikawa, Administrative Vice-Minister, Ministry of the Environment, Japan gave a
keynote speech, starting with an expression of his gratitude for the support Japan has received since
the 3.11 disasters.
a) There is a need to consider the limited capacity of the natural resources and environment in order
to sustain and improve the quality of life and to reduce the gap between the rich and poor through
green development;
b) Complex and diversified global issues such as climate change, biodiversity, freshwater resources,
food security and energy security need to be fully addressed in Rio+20 while recognising the current
international social structure;
c) Time and spatial restrictions exist in the current world. Cooperation at the local government level
as well as technological development would play a vital role to overcome such restrictions and to
promote good city planning such as compact city or low carbon city; and
d) Japan is now experiencing tremendous challenges to overcome its recent disasters but in turn, this
may be the time to make the best use of its experiences as a driving force for green growth which
would contribute to addressing global environment issues including climate change.
4. Dr. Pithaya Pookaman, Vice Minister of Natural Resources and Environment of Thailand made a
keynote speech on behalf of His Excellency Minister Preecha Rengsomboonsuk.
a) The Royal Thai Government is formulating the natural resources and environmental plan for the
period of 2012-2016 with the aim of enhancing the quality of life based on the balanced, equitable,
effective and participatory management of natural resources and the environment;
b) Thai strategies cover the areas of environmental governance, environmental quality in urban areas,
sustainable production and consumption, environmentally responsible society, and cities' resilience
against climate change and natural disaster, noting that Thailand's recent floods inundated more than
30 provinces in the country;
c) The participation in the process of Rio+20, as the highest level United Nations Conference on
Sustainable Development, is important in order to make the development paradigm for realising
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green economy;
d) Together with ASEAN Vision 2020, the ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Model
Cities programme, whose Secretariat is located in Kitakyushu, is one of the mechanisms to support
the concept of clean and green ASEAN cities. The Vice Minister expressed his sincere appreciation
to the Japanese Government for this valuable support; and
e) The 3rd High Level Seminar on ESC will be held in Cambodia next year in collaboration with the
Governments of Cambodia, Japan, Thailand and Australia. The Vice Minister expressed his hope that
cooperation can be extended to cover the other parts of the Asia-Pacific region.

REPORTS FROM CITIES
5. Mr. Kenji Kitahashi, Mayor of Kitakyushu made a special report on "Green Growth Strategy: Challenges
for Smart City Building".
a) Kitakyushu city experienced severe environmental pollutions including marine and air pollution
during 1950-60s. With the support from various local stakeholders including women's groups,
private companies and universities, Kitakyushu city has successfully recovered from its devastated
environmental situation;
b) Citizens' actions and partnerships to overcome environmental problems played significant roles in
revitalising the city, and such activities are now contributing to the green development of Kitakyushu
city;
c) While promoting environmental technologies, products and services, Kitakyushu city is also
implementing various environmental plans and projects such as the Green Frontier Plan and Smart
Community Project to achieve both economic growth and environmental conservation at the same
time; and
d) Kitakyushu city is actively promoting environmental technology cooperation with Asian cities in
countries such as China, Indonesia, Cambodia, and India by sharing its past experiences and current
technical knowledge.
6. Ms. Suwanna Jungrungrueng, Director, Air Quality and Noise Management Division, Department of
Environment, BMA pointed to the myriad problems confronting Bangkok.
a) Air quality which used to exceed the standard environmental level of particulates has now been
substantially improved, due to the implementation of pollution controls and improved public
participation in the utilisation of the mass transit system and car pooling;
b) Solid waste management, affected by the population growth of the area, will also be improved in the
long term by switching from open dumping to a high thermal technology and the establishment of
biological technology facilities;
c) There have been efforts to deal with the wastewater problem, which often conflicts with the city's
economic targets, by developing five large-scale wastewater treatment projects and a zero discharge
campaign;
d) Bangkok also aims to create a more liveable sustainable city under the sufficiency economy
philosophy by promoting the environmental implementation programme; and
e) Increasing the amount of green area by promoting private participation through the city's
comprehensive plan with a target of 5m2 per capita by 2012.
7. Mr. Apiwat Kunark, Director of the Regional Environment Office on behalf of the Governor of Chiang
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Mai addressed Chiang Mai's main challenges, which focus on air, water and solid waste.
a) There is an annual problem with haze from late February to early April mainly caused by open
burning which is part of the traditional agricultural culture in Northern Thailand;
b) The amount of solid waste, generally from residential and commercial complexes and disposed of in
landfills, has increased to more than 1,000 tons a day;
c) The pollution of canals and rivers due to discharges of household and industrial effluent as well as the
decreased amount of green areas; and
d) There are plans to clean up the city which will need a great deal of public participation and education
to ensure their success. Thailand is developing the SCT (School, Community and Temple) Model.
Many communities in Thailand are based around their temples and schools so the government these
stakeholders to spread best practices.
8. Mr. Chang Yun Shu, Deputy Secretary, Tianjin City addressed the city's challenges and achievements in
making Tianjin an environmental city.
a) The quality of Tianjin's urban environment has shown clear improvement after the city achieved
multi-stage targets through the efforts toward controlling industrial pollution, conserving biodiversity
and managing specific aspects of the water environment;
b) Meanwhile, Tianjin has faced new challenges in industrial and energy structures, ecological water
resource management and sewage treatment facilities especially in farming communities;
c) As an eco city, Tianjin has worked on energy conservation, pollution discharge mitigation, water
quality improvement, greenification and recycling to improve the environment, creating a bluer sky,
clearer water and greener land for establishing a "liveable city"; and
d) Joint efforts and collaboration for the development of environmental protection businesses should be
made by Asian cities not only for the Asian region but also worldwide as a good example, through
networking and collaboration in environmental and conservation oriented fields.
9. Mr. Guang Hui Cao, Director, Chongqing Environmental Protection Bureau addressed their challenges
and achievements in making Chongqing an environmental city.
a) While accelerating economic growth, environmental conservation activities have also been
strengthened. The city achieved the quick and sound development by reconsidering the industrial
structure and the development methods;
b) To promote further environmental protection, four action plans in the field of air quality, water
quality, green land and low noise have been implemented. The city has advanced the environmental
quality and promoted its initiative called "Five Chongqing";
c) Recently, Chongqing achieved the rapid economic development and became one of the top three
Chinese cities in the growth rate for three consecutive years. Energy consumption per unit of GDP
and the emission of major pollutants dramatically dropped; and
d) Chongqing will make further efforts in resource conservation and environmental protection in
the future. The city will promote green growth and circular economy. In order to achieve these
objectives, the advanced technologies and management experience of Japan and other countries are
expected to be shared toward creating a comfortable and happy city.
10. Mr. Xiang Dong Niu, Deputy Mayor, Lanzhou City presented the city's main environmental problems
and future perspectives.
a) Located in western China, Lanzhou city is the capital city of Gansu Province. The city has gone
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through rapid economic growth while facing various environmental issues;
b) The city has been working on "greening the city" since the its ecological system is highly vulnerable
with low forest and vegetation coverage under a dry environment;
c) Pollution and high energy consumption in the city are mainly caused by the energy-intensive heavy
industry and residential use, particularly during winter when heating is used;
d) A variety of environmental policies and technologies are used   to reduce water pollutions, sulphur
dioxide, carbon dioxide, hazardous waste, solid waste and particulate matter pollution; and
e) Issues concerning air pollution and ecological conservation remain challenging. To tackle such issues,
there is a need to emphasise the sound material cycle society, environmental technologies and
environmental management.

LECTURES BY GUEST SPEAKERS
11. Mr. Shozo Azuma, Chairman, Committee on Security and Member of the House of Representatives
gave a lecture on "New Public Commons," in particular focusing on updated post disaster responses and
lessons learned from the devastating earthquake and tsunami.
12. Mr. Kazuhiro Kikuchi, Fukuoka Local Finance Branch Bureau of the Finance Ministry, presented three
topics which are "cooperation within the Asian region," "environmental financing" and "utilisation of
national assets" as policy tools to shift the society to a more sustainable one.

DISCUSSIONS
13. Major outcomes of the discussions are highlighted as follows:
a) A wide range of environmental concerns were shared among participants including air and noise
pollution, which are most likely linked with transport, solid waste including resource management
and 3Rs, water issues (shortage, pollution and flooding), greening of the city (park and forest), and
policies and measures to address low carbon society including energy saving, green development, and
co-benefit with local environmental issues;
b) It was acknowledged that it was crucial to incorporate environmental dimensions into urban land-use,
industrial planning and zoning on a city-wide basis;
c) It was considered vital to keep balance and harmonisation between economic development and
environmental conservation through maximising the use of existing tools such as environmental
impact assessments and environmental technologies;
d) It was important to involve multi-stakeholders (business sectors, citizens and NGOs) in developing
cities' policies and planning since acknowledging and reflecting local needs is one of the most effective
ways to enhance the city environmental policy;
e) Capacity development of human resources was highlighted to sufficiently enhance planning,
implementation, monitoring, and enforcement of the environmental policies which can be promoted
through international cooperation such as JICA;
f) In order to enhance mutual learning among participating cities, it was encouraged that there be
sharing of good practices made by each city;
g) Participants noted many occasions for Japanese technologies, know-how and software to be applied to
participating cities for further expanded application; and
h) Participants agreed that the collaboration between the national and city governments remains
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essential in solving environmental issues, in addition to the active role of city governments' initiatives
in enhancing local environmental protection.

VISIT TO ECO-TECHNOLOGY EXHIBITION 2011
14. Participants visited the "Eco-Technology Exhibition 2011" which took place in the Kitakyushu
International Conference Centre. They expressed their interest in exploring possibilities to work
together with private sector industries who participated in the Exhibition.

NEXT STEPS
15. The Summit agreed on its next steps as follows:
a) The outcome of the Summit will be reflected at the International Conference 2011 held in Tokyo,
Japan on 14th and 15th October 2011 organised by Global Environmental Action (GEA); and
b) The outcome of the Summit will be also disseminated to the international community through
international events as a strong message toward realising environmental future cities originated from
Kitakyushu.
16. Participants welcomed the initiative of the Summit and expressed their strong support to explore the
possibility to continue this kind of policy dialogue in the future and extended their thanks to the host
organisations for the hospitality they extended during the Summit.
(end)
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议长概要
前言
1. 2011 年 10 月 11 日及 12 日，在日本北九州市举办了“亚洲环境城市峰会：迈向环境未来城市”会议。中国的天津、
重庆和兰州，泰国的曼谷和清迈，日本的北九州等亚洲主要城市的市长和政要，以及作为特别来宾的泰国的
环境副大臣参加了本次峰会。此外，尚有地方民营企业的代表也参加了本次峰会并同与会者进行了交流。

开幕式
2. 执行委员长广中和歌子在开幕致辞中对最近发生在泰国的灾害表示了同情。日本环境副大臣横光克彦对与会
者表示了欢迎并强调了环保问题对于城市的重要性。此外，经济产业省九州经济产业局长泷本彻也强调了北
九州市在环保技术领域的领导作用。

主题演讲
3. 日本环境事务次官南川秀树在主题演讲中，对 3 月 11 日以来日本获赠的支援表达了谢意。
a) 为了通过重视绿化的开发来维持和改善生活品质，缩小富裕阶层与贫困阶层之间的差别，有必要对自然资
源及环境的极限做出考虑。
b) RIO+20 在把握当前国际性社会结构的同时，有必要对气候变动、生物多样性、淡水资源、粮食安全保障
及能源安全保障等全球规模的复杂多样化问题进行全面考虑。
c) 当今世界无论在时间或空间上都存在有限制。基于技术开发之上的地方政府层面的合作将打破此种限制，
并在紧凑型城市及低碳城市等环保城市计划的推进方面起到举足轻重的作用。
d) 日本当前正处于走出之前的灾害并致力于重建的困难时期。但反过来可以说，这也正是致力于解决气候变
动等全球规模的环境问题并将其作为环保事业成长的原动力，最大限度活用日本经验的时期。
4. 泰王国天然资源环境副大臣 Pithaya Pookaman 作为 Preecha Rengsomboonsub 大臣的代理，发表了主题演讲。
a) 泰王国政府基于对自然资源和环境的颇具协调性、公平性及效率性的参与型管理，以提高生活品质为目的，
制定了 2012 年～ 2016 年的自然资源和环境计划。
b) 泰国的环保战略涵盖了以下这几个领域，即对 30 个以上的州蒙受浸水之害的泰国最近的洪水进行考察，
建立环保管理及城区环保标准，塑造可持续生产和消费及以环保为己责之社会 ; 塑造针对气候变动和自然
灾害的城市恢复能力。
c) 为了构筑以实现重视环保的经济为目的的开发框架，加入有关可持续开发之高级别联合国会议 RIO+20 的
流程是十分重要的。
d) 与“ASEAN VISION 2020”一同双管齐下的 ASEAN 的可持续环保城市（ESC ：Environmentally Sustainable
Cities，办事处位于北九州。
）属于支撑重视环保之绿色 ASEAN 城市构想的机制中的一环。副大臣对日本
政府有益的支援表示了至深的谢意。
e) 明年，通过柬埔寨、日本、泰国及澳大利亚各国政府的携手合作，将在柬埔寨召开第 3 次 ESC 高级别研讨会。
副大臣在讲话中表示了对亚洲太平洋其他地区也加入此行列以图扩大的期待。

各城市报告
5. 北九州市长北桥健治做了以“绿色发展战略 ：建设智能城市的挑战”为题的特別报告。
a) 1950 年～ 1960 年代，北九州市面临了海洋污染及大气污染等严重的环境污染问题。在北九州市得到了女性
团体、民营企业及大学等地方的各相关组织的支援后，其濒临危险的环境状态终于顺利得到了恢复。
b) 在城市环境的恢复过程中，以克服环境问题为目的的市民活动及其合作起到了重要的作用。此类市民活动
至今仍在对北九州市环境的绿色开发中发挥其贡献。
c) 北九州市除了致力推进环保技术、产品及服务外，为了达成经济成长与环境保护之间的相容，还实施有诸
如“绿色前沿计划”及“智能社区创建事业”这样的各类环保计划和项目。
d) 北九州市正在将过去的经验和现在的技术知识同中国、印尼、柬埔寨及印度的亚洲各城市共享，以积极推
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议长概要
进环保技术的合作。
6. 曼谷空气质量噪音管理部主任 Suwanna Jungrungrueng 指出了曼谷所直面的多数环境问题。
a) 以往的颗粒状物质超标的大气环境，通过公害对策的实施及促进公共交通工具的利用和公共交通与私用汽
车的交替使用，现在得到了大幅度的改善。
b) 受地区人口增加之影响的固体废物处理也从露天填埋向高温技术转换，随着生物学技术设施的建设，废物
处理问题将得到长期性改善。
c) 很多时候，城市面临着与经济目标互为对立的排水问题，为此，制定了 5 项大规模的排水处理项目及零排
放活动。
d) 曼谷在“知足经济”这一理念下推进环保项目的实施，以构筑易于居住并可造福于后代的城市作为目标。
e) 至 2012 年为止，通过以实现人均 5m2 绿化面积为目标的城市综合计划来促进民营团体的参与，以图增加绿
化面积。
7. 环境推广局地域主任 Apiwat Kunarak 作为清迈知事的代理，就以大气、水质和废物为主的清迈的主要课题进
行了讲话。
a) 以作为泰国北部传统农业文化的一环而得以风行的野外焚烧为主因，每年 2 月下旬至 4 月上旬，所发生的
烟雾成为问题。
b) 很多时候，由住宅地及商业综合设施所排放的废物与丢弃于填埋场的废物的量，已增加到日均 1,000 吨以上。
c) 随着绿化面积的减少，家庭排水及产业排水导致了运河及河流的污染。
d) 清迈市制定有城市的清理计划，但此计划的成功有赖于市民的深度参与及对市民施以的教育。在泰国，构
筑的是“学校、社区与寺院”（SCT ：School, Community and Temple）这一模式。泰国的大多数社区系以寺
庙和学校为中心而形成，因此可通过其互相关系实现推广并贯彻执行。
8. 天津市副秘书长舒长云谈到了将天津市发展为环保城市的相关课题和成果。
a) 在产业公害管理、生物多样性保护及对特定水生环境之管理的复数阶段达成目标之后，天津城区的环境得
到了明显改善。
b) 一方面，在天津尤其是在农村，在产业结构和能源结构、环境保护上的水资源管理及下水处理设施的方面，
正面临着新的课题。
c) 为了把作为生态城市的天津构筑成“适宜居住的城市”，正积极投入以能源保护、污染排放缓和、水质改善、
绿化及环境改善为目的的对废物再循环、更清澈之蓝天、更洁净之水源及更加绿化之土地的实现当中。
d) 亚洲的城市之间应互相建立关系，通过在环境及环保领域的合作，不仅为亚洲地区，也为了全世界，以构
筑环保事业的绝佳典范为目标共同合作以携手并进。
9. 重庆环境保护局长曹光辉谈到了将重庆发展为环保城市的相关课题和成果。
a) 随着经济成长的加速，环保活动也正在得到强化。城市通过对产业结构和开发方法的改善，已实现迅速健
全的发展。
b) 为了进一步推进环境保护，正在大气环境、水质、绿化地及低噪声这 4 个方面展开行动计划。城市上调了
环保标准，正在推进被称为“五个重庆”的这一首创活动。
c) 近年来，重庆达成了急速的经济发展，在中国亦属于经济成长率连续 3 年最高的 3 个城市之一。每 GDP 单
位的能源消耗及主要污染物质的排放得到大幅度的减少。
d) 重庆在今后将更为致力于资源保护及环境保护，推进城市的绿色成长及循环经济。为了实现这些目标建设
舒适幸福的城市，期待能够共享日本及其他国家的先进技术和管理经验。
10. 兰州市副市长牛向东就城市主要的环境问题及将来的展望进行了发言。
a) 位处中国西部的兰州市属于甘肃省的首府。城市在实现了急速经济成长的同时，也面临着各种各样的环境
问题。
b) 兰州市的生态系统为低地森林及干燥环境下的植被形态，属于非常脆弱的生态系统，为此，正致力于“城
市绿化”项目。
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c) 城市的污染及能源的大量消耗以重耗能的重工业及家庭的冬季取暖为主因。
d) 为了减少水质污染、二氧化硫、二氧化碳、有害废物、固体废物及颗粒状污染物质，制定了诸般环保政策
并投入了多种多样的环保技术。
e) 大气污染及生态系统的保护依然是个难题。为了解决这类课题，有必要在社会上建立起健全的资材回收体
系并在环保技术和环保管理上加大投入力度。

来宾演讲
11. 众议院安全保证委员会委员长东祥三进行了题为“有关新公共”的演讲，尤其以灾害后处理的相关最新信息
及毁灭性地震与海啸所给予的教训为重点，进行了演讲。
12. 财务省福冈财务支局长菊地和博就作为社会往可持续方向发展的政策手段的“亚洲地区内的合作”、“环境金
融”及“国有财产的灵活运用”这 3 个课题进行了演讲。

讨论
13. 讨论的主要成果如下。
a) 与会者就环境相关的各种各样问题进行了交流和讨论。其内容有大气污染和噪音（多数情况下与运输有关），
资源管理及含 3R 在内的固体废物处理问题，有关水的问题（缺水、污染及洪水），城市的绿化（公园与森林），
以及与节能、环境绿色开发及地方环境课题之间的 co-benefit（相乘效应）等构筑低碳社会的政策和方針等。
b) 针对城区的土地活用、产业计划及全体城市的区划整理，其环保观点的吸收的重要性得到了确证。
c) 通过最大限度地利用环境影响评价及环保技术之类的现今所拥有的手段，保持经济发展与环境保护之间的
平衡和协调，是极端重要的。
d) 强化城市环保政策的最为有效的方法之一，是把握当地的需求并将其反映到政策当中。因此，对于城市政
策与计划的制定，多数有关方面（企业、市民及 NGO）的参与是重要的。
e) 以充分强化环保政策的企划、实施、监视及严格执行为目的，对人材的能力开发得到了强调。这些可通过
JICA 等的国际合作进行推进。
f) 为了促成各参与城市之间互相学习到更多的经验和知识，推荐共享各城市已构筑成形的良好事例。
g) 与会者就适用于参与城市的日本的技术、技能及软件的进一步适用的扩大之机会展开了讨论。
h) 与会者就基于地区环保的强化上有关城市当局的首创所表现的积极作用之上的，政府与城市当局之间的合
作在解决环境问题上的重要性进行了确认。

参观生态科技展 2011
14. 与会者参观了在北九州国际会议场举办的“生态科技展 2011”。与会者对探寻与展示会的民营参展企业之间
实现合作的可能性表示出兴趣。

下一阶段活动
15. 亚洲环境城市峰会对下一阶段的如下拟定活动达成了协议。
a) 亚洲环境城市峰会的成果将在 2011 年 10 月 14 日及 15 日在日本东京召开的由地球环境行动会议（GEA ：
Global Environmental Action）主办的国际会议 2011 上进行报告。
b) 此外，亚洲环境城市峰会的成果将作为向环境未来城市的实现而进发的北九州的强势宣言，通过国际性活
动向国际社会进行宣传。
16. 与会者对亚洲环境城市峰会的首次召开表示欢迎，并表明支持在今后继续谋求此类政策对话之可能性的会议，
并对主办方就峰会召开期间所受到的热情款待表示了至诚的谢意。
（结束）
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発表要旨

タイ王国：バンコク都
SukhumbhandParibatra バンコク都知事
2011 年 10 月 11 ～ 12 日

環境に関するバンコクの現状および将来の課題
タイの首都であるバンコクは、タイ湾に至るチャオプラヤ川周辺の低平地に位置している。総面積は
1,568.737 平方キロメートルである。経済、文化、および行政活動の中心地であるバンコクは、中央部および
国全体の成長の要であると考えられている。2010 年度のバンコクの登録人口は 570 万人で、タイの総人口の
約 10% を占めている。しかし未登録の人口を含めると、バンコクの実際の人口は約 1,000 万人になる。
バンコクは、働き口があるだけではなく問題も抱えているメガシティであり、人口密度の高い首都である。
バンコクは、交通渋滞、大気汚染・騒音・廃棄物などの汚染、排水処理、治水、有望な商業地区に対する緑
地の供給の限界などの問題を抱えている。
バンコク都庁（BMA：Bangkok Metropolitan Administration）は、「エコシティ」のコンセプトが「持続
可能な首都」の手がかりとなり、抽象的な事柄を現実的な実行に移すと考えている。
植樹地域および緑地面積を増やすことで、CO2 およびヒートアイランド現象が減り、また大気環境が改善
され、バンコク都民の生活がより快適なものになる。バンコク郊外のマングローブ区域は、生態系保護およ
び海岸浸食防止における重要な要素の一つである。
バンコク・エコシティを作り上げるにあたり、環境管理は、バンコク都庁による多くの重要な方針の一つ
と考えられている。以下に挙げるとおり、バンコク都の重要な環境課題は以前と同じく、大気環境管理、廃
棄物処理、排水処理、および緑地面積の増加である。
1. バンコク都民のためのバンコクの土地利用
すべての分野における人々の必要性に応えるための適切な土地利用が、国民の関与を通じて計画されて
いる。バンコクの総合計画の草案は、政府に提出される前に、バンコク周辺の 6 つの郡を一体化させるた
め公聴会のプロセスを経ているところである。バンコクの新しい総合計画は、1）ビオトープエリア値（BAF：
Biotope Area Factor）、2）床面積率（FAR：Floor Area Ratio）報償、3）開発権移転（TDR：Transfer
of Development Right）から成る、環境的かつ社会的な価値を高める 3 つの環境課題に重点を置いている。
2. 統合された水管理
バンコクは洪水が起こる平原に位置しており、地表流や、気候変化がもたらす海面上昇による水の溢出
が発生する。従って、治水の役割は BMA が担う重要な責任である。治水は、1）干拓システム工事（ 2015
年に 7 つの巨大な排水トンネルが稼働する）、2）すべての季節を通じた治水、3）治水行政、4）洪水によ
る損害を減らすための国民の関与および一般向けの活動、の 4 つの段階から成っている。
3. 海岸浸食および波浪防護
バーンクンティアンの 4.7 キロメートルの海岸線は、800 ～ 1000 メートルに及ぶ浸食の問題に直面して
いた。浸食は、生態系や人々の生活に害を及ぼしている。効果的な防護策を何も講じなければ、海外線は
毎年 1 ～ 5 メートルずつ浸食されていく。現在、中間的な計画として、地元の人々が竹で障壁を作り、海
岸に打ちつける波の衝撃を弱め、海岸線の侵食を防いでいる。さらにこの竹の障壁は、海岸の沈泥堆積物
を引き上げるのにも役立っている。それに加えて、BMA はバーンクンティアンの海岸線沿いのマングロー
ブをよみがえらせる計画を立てている。長期的な計画として、BMA は、2013 ～ 2016 年に T 字型小突堤
の建設を予定している。
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4. 緑地面積の拡大
BMA には、緑地面積を公園として拡大するための継続的な計画がある。憩いの場所としての公園は、
CO2 やヒートアイランド現象を減らし、大気環境やバンコク都民の生活環境の質を向上させるのに重要な
役割を果たす。BMA による 2008 ～ 2011 年の緑地面積の拡大により、約 28 万トンの CO2 を削減するこ
とができる。BMA は、2012 年には公園面積を 2,790 万平方メートル（ 1 人あたり 5m2）まで増やすこと
を目標としている。
5. 大気環境および騒音管理
近年、大気汚染や騒音の問題は、特に粒子状物質（PM）による大気汚染を引き起こす交通問題や化石
燃料使用の理由から、より深刻な問題になりつつある。PM は、バンコクでは重大な環境問題の一つである。
この問題の原因は、車両の急激な増加にもかかわらず道路がほとんど増えていないことにある。バンコク
の 2010 年度の登録車両数は、640 万台だった。そのうちの 4 分の 1 は、ディーゼルエンジン車両であった。
バンコク都民の多くは個人所有の車両を利用している。一方、公共交通機関は首都圏全体を未だに網羅し
ていない。
BMA は、公共の場や沿道大気中の塵粒を制御および削減し、また黒煙を排出する車両のモニタリング
の効率性を改善することによって大気環境を基準内に収めるべく、多くの活動を行ってきた。この問題を
解決するために、BMA は、2012 年に公共交通機関である BTS を約 5.3km に延長したり、2013 年にモノレー
ルや路面電車を約 19km に延長してパーク・アンド・ライドを進めたりして、公共交通機関の利用を支援
している。
BMA の対応の結果、バンコクの大気環境は改善を示している。1992 年には基準の 10 倍を超えていた
粒子は、現在のレベルにまで減少し、また PM は減少傾向に転じている。この結果は、実施された対策が
十分に成功を収めていることを実証している。
6. 廃棄物処理および排水処理
現時点では、廃棄物の総量は 1 日あたり 8,800 トンである。バンコクの廃棄物処理の主な方法は埋め立
てである。これは持続可能な解決策ではなく、BMA は、最終的には小規模なハイテク焼却炉などの他の
手段に切り替えるための準備をしている。廃棄物を最小限に抑えるにあたり、すべての部門による廃棄物
の削減が重要な役割を果たしている。BMA は、家庭からの廃棄物を削減するための共同体ベースの廃棄
物処理（CBM：Community Based Solid Waste Management）、バイオ廃棄物からのバイオガス生成、廃
棄物処理に関する認識を深め共同体の協力を得るための、廃棄物処理に対する個人の関与などの、複数の
プロジェクトに着手した。
バンコクにおける排水の大半は家庭から排出されている。BMA は、191.7km2 のサービスエリアを対象
とする、1 日あたり 99 万 2,000m3 の処理能力を持つ 7 つの排水処理プラントを所有している。また、6 件
の大規模な排水処理プロジェクトが進行中である。さらに BMA はゼロ排出運動も進めており、排水の生
成を最小限に抑えることに関する社会の認識の向上に努めている。
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Summary of Presentation

The Kingdom of Thailand : Bangkok

Mr. Sukhumbhand Paribatra
Governor of Bangkok
11-12 October 2011

Bangkok current status and future tasks concerning the environment
Bangkok, Capital City of Thailand, is situated on the low flat plain of Chao Phraya River which extends to
the Gulf of Thailand. Its total area is 1,568.737 sq.km. Bangkok, the focal center for economic, culture and
administrative activities, is regarded as the growth flagship of the Central Region and the whole country.
The registered population of Bangkok in 2010 is 5.7 million, which is approximately 10% of the total
population of Thailand. However, actual population in Bangkok is approximately 10 millions including those
of non-registered population.
Bangkok is a mega city and a densely populated metropolis where is not only opportunity for job but also
challenge of problems. Traffic congestion, pollutions: air pollution, noise, waste, wastewater management
and flood protection, a limitation of providing green area in golden business zone.
The BMA believes that the "Ecological Cities" concept could be an answer of the "Sustainable Metropolis"
and turn the abstract term to realistic implementation.
The more increasing number of tree and green area is the more reduction of the CO2 and urban heat
and also improve air quality and comfort living of Bangkok residents. A mangrove area in the Bangkok's
outbound is one of the important factor of ecological system conservation and coastal erosion protection.
To Build up Bangkok Ecological City, environmental management is considered as one of many important
policies of the Bangkok Metropolitan Administration. The key environmental issues of Bangkok City
continue to be air quality management, solid waste management, wastewater management and increasing
green areas as follows:
1. Bangkok Land Use for Bangkokian
A good land use is planned for the needs of all sectors of people through public participation. The
draft of the comprehensive plan of Bangkok is being on public hearing process before submitting to
the government to integrate with 6 provinces surroundings Bangkok. The new comprehensive plan of
Bangkok emphasize on 3 environmental issues which added ecological and social value composed of 1)
Biotope Area Factor (BAF) 2) FAR (Floor Area Ratio) Bonus 3) Transfer of Development Right (TDR).
2. Integrated Water Management
Bangkok is located in the flood plain, receive an overloading water from overland flow and the rising
of sea level affected of climate change. So that flood protection is a major function of BMA to take
response. It consist of 4 tiers 1) Construction Polder System; 7 Gigantic Drainage Tunnels which
will operate in 2015. 2) Confront flooding every season 3) Flood Protection Administration 4) Public
Participation and Campaigns to reduce the loss from flood.  
3. Coastal Erosion and Wave Protection
The 4.7 km of Bangkhunthien shoreline faced an erosion problem 800-1000 meters. The erosion brings
about the damage of ecological system and human way of life. Without any effective preventive
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measures, the coastline will be eroded 1-5 meter/year.  At present, the intermediate plan, local people
construct bamboo barriers to weaken the strength of the waves hitting the coast and prevent coastal
erosion. In addition, the bamboo barriers help to raise silt deposition on the coast. Moreover, BMA plan
to rehabilitate mangrove along the Bangkhunthien shoreline. In the long term plan, BMA will construct
T-Groin along the shoreline during 2013-2016.  
4. Increasing Green Areas
BMA has a continuous plan for increasing green area as a public park. A park as recreation area is a
vital role to reduce CO2 and urban heat, improve air quality and quality of life of Bangkok residents.
The increasing of green area in BMA from 2008-2011 can reduce CO2 approximately 0.28 million ton
CO2. In 2012, BMA has target to increase public park up to 27.9 million square meters or 5 m2 per
capita.
5. Air Quality and Noise Management
Nowadays, air and noise pollution problem tends to be more critical because of traffic problem and
fossil fuel use which bring about air pollution especially particulate matter (PM). PM is one of the
major environmental problems in Bangkok. The problem arises from the increasing number of motor
vehicles while there was a little increase of road surface compared with the sharp rise of the number of
vehicles. The number of registered vehicles in Bangkok in the year 2010 was about 6.4 million vehicles.
One-fourth of the vehicles were the diesel engine vehicles. Most people in Bangkok have using private
vehicle behavior whereas mass transit system still not covers the whole metropolis area.
BMA had preceded many activities controlling air quality to be within standard by controlling and
reducing dust particle in public and roadside atmosphere, increasing efficiency of black smoke vehicles
monitoring. In order to solve this problem BMA has developed mass transit system such as extended
BTS, about 5.3 km in the year 2012, monorail/light rail and more park & rides, about 19 km in the year
2013, to support using public transportation.
As a result of BMA responses, air quality in Bangkok area has demonstrated improvement. The
particulates that used to exceed the standard by tenfold in 1992 have declined to the current level
and there is a decreasing trend of PM. The result proves that the implemented measures have been
satisfactorily successful.
6. Solid Waste and Wastewater Management
At present, total amount of solid waste is 8,800 tons/day. Landfill is Bangkok's main method of solid
waste management. This is not a sustainable solution and BMA is making preparation for an eventual
switch over other methods such as a small hi-tech incinerator. Waste reduction is an important role
for every sector to minimize waste. BMA initiated several projects: Community Based Solid Waste
Management (CBM) to reduce waste household waste, Bio-Waste to biogas, Private participation on solid
waste management, to promote awareness and community cooperation in solid waste management.   
Most of wastewater in Bangkok is from household, BMA has 7 wastewater treatment plants capacity
of 992,000 m 3/day covered service area 191.7 km2 and six large-scale wastewater treatment projects
have been undertaken. Moreover, BMA also campaigns a zero discharge initiative and raising public
awareness in minimizing wastewater generation.
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発表摘要

泰王国 : 曼谷市
Sukhumbhand Paribatra 先生

曼谷总督
2011年10月11~12日

环境相关的曼谷的现状和将来之课题
泰国首都曼谷位处延绵至泰国湾的湄南河之周边低地，其总面积达 1,568.737 平方公里。作为经济、文化及行政
活动中心地的曼谷，应是泰国中央地域及全国成长之关键。2010 年度的曼谷在籍人口为 570 万人，约占泰国总
人口的百分之十。然而，若算入未登记人口，曼谷的实际人口约达 1,000 万人。
曼谷不仅提供给人们以就业机会，亦属于人口密度极高的存在有问题的大型都市。曼谷一直遭受到交通阻滞、
大气污染、噪音及废物等的污染、污水处理、治水，以及对有前景之商业地区所提供之绿化有限等问题的困扰。
曼谷市政厅（BMA：Bangkok Metropolitan Administration）正考虑以“生态城市”之理念作为“可持续发展之首都”
的指针，以便将抽象的事物实现到现实中。
通过增加植树区域及绿化面积，以减少 CO2 并缓解热岛现象，改善大气环境，使曼谷市民的生活变得更加舒适。
曼谷郊外的红树群落区域是生态保护及防止海岸侵蚀的重要因素之一。
在构建曼谷生态城市这一举措中，环境管理是曼谷市政厅的诸多重要方针之一。正如下述所示，曼谷市的重大
环境课题与以往相同，在于大气环境管理、废物处理、污水处理及绿化面积的增加上。
1. 为曼谷市民的土地利用
为响应各领域的人们的土地需求，就土地的适当利用这一问题，正在经由国民的参与而在计划当中。将曼谷
的综合计划草案提交政府之前，眼下正在步入意图使曼谷周边的 6 个郡形成一体化的听证会程序阶段。曼谷
的新综合计划由 1）生态面积系数（BAF：Biotope Area Factor）、2）建筑面积比（FAR：Floor Area Ratio）补偿、3）
发展权益转移（TDR ：Transfer of Development Right）所组成，且其重点在于旨在提高环保性及社会性价值的
3 个环境课题之上。
2. 统一的治水管理
曼谷地处发生洪水的平原位置，地面流水及气候变化所造成的海平面上升皆可导致水流泛滥。因此，治水工
作便属于 BMA 所要担负的重要职责。治水由 1）排水开垦系统工程（ 2015 年将有 7 条巨大的排水隧道投入运行），
2）不分季节性的治水，3）治水行政，4）以降低洪水所导致损害为目的的国民参与及公众活动，这 4 个阶段
所组成。
3. 海岸侵蚀及波浪防护
Bang Khunthien 的 4.7 公里长的海岸线正面临长达 800 ～ 1000 米规模的侵蚀破坏。侵蚀给生态系统及人们的
生活带来了危害，若不采取任何有效的防护措施，海岸线便将以每年 1 至 5 米的速度被侵蚀。目前，作为过
渡性措施，当地人们使用竹子来制作障壁以减弱波浪的拍打对海岸所造成的冲击，以此来防止海岸线的侵蚀，
并且，竹制的障壁还起到对海岸上的淤泥沉积物的巩固作用。在此之上，BMA 还制定了沿着 Bang Khunthien
海岸线的红树林复活计划。作为长期性项目，BMA 尚预定于 2013 ～ 2016 年建造 T 字型小突堤。
4. 绿化面积的扩大
BMA 制定有以扩展公园来扩大绿化面积的持续性计划。作为休憩场所的公园将在减少 CO2 及缓解热岛现象，
提高大气环境和曼谷市民生活环境的质量上起着重要的作用。基于 BMA 从 2008 至 2011 年的扩大绿化面积的
举措，约有 28 万吨 CO2 得到了削减。BMA 目前正以到 2012 年为止将公园面积增加到 2,790 万平方米（相当
于每人 5m2）作为其目标。
5. 大气环境及噪音管理
近年来，大气污染和噪音问题，特别是颗粒状物质（PM）所造成的大气污染引发的交通问题，以及化石燃料
的使用，已经使问题变得越来越严重。PM 属于曼谷的重大环境污染之一。此污染的根源在于尽管车辆急剧
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增加，道路却几乎没有增加。曼谷在 2010 年度的登记车辆数为 640 万辆，其中有四分之一使用的是柴油引擎。
曼谷市民的多数利用私家车出行。在另一方面，公共交通系统尚未完全涵盖全体首都圈。
BMA 通过对公共场所及道路沿途大气中的尘粒实现控制和削减，基于对黑烟排放车辆之监控效率的改善，力
图将大气环境控制于标准之内，为此举行了诸般活动。为了解决这些问题，BMA 将公共交通机关 BTS 的线
路于 2012 年延长约 5.3km，并于 2013 年将单轨及路面电车线路延长约 19km，推行停车换乘制度，以此鼓励
民众使用公共交通系统。
作为 BMA 采取措施后的成效，已显露出曼谷大气环境得到改善之迹象。1992 年曾超标 10 倍的尘粒已然降低
到目前水准，且 PM 已呈现减少倾向。此结果是对所实施方策已获成功的明证。
6. 废物处理及污水处理
目前，废物的总量达每天 8,800 吨。曼谷的废物处理主要方法为填埋，而这并非可持续的解决方案，BMA 正
着手进行准备，以图最终可切换为小规模的高技术焚烧炉等的其他处理手段。在将废物抑制在最少限度方面，
所有部门皆在废物的削减上起到了其重要的作用。BMA 已在诸如以削减家庭废物为目的的基于社区的废物处
理（CBM ：Community Based Solid Waste Management）
、从生物废弃物生成沼气、以对废物处理相关认识的深
入和取得社区的协助为目的的对废物处理的个人参与等复数项目上展开了行动。
在曼谷，污水的大半系由家庭所排出。BMA 拥有以 191.7km2 的服务区为对象的、具有每天 99 万 2,000m3 处
理能力的 7 座污水处理厂。此外，尚有 6 个大规模的污水处理项目正在进行当中。并且，BMA 还掀起了零排
放运动，致力于提高将污水抑制在最小限度的相关社会认识。
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発表要旨

タイ王国：チェンマイ県
タイ

チェンマイ

構想：命と繁栄の都市
チェンマイ：
『最も素晴らしい文化都市』
地域および境界
チェンマイは、首都バンコクに次ぐタイ最大の地域である。チェンマイの面積はおよそ 20,107,057km2 で、
26 の地区と 211 の地方自治体がある。チェンマイの人口は 1,640,479 人である。チェンマイの土地の大部分
（>82%）は山林である。

チェンマイの全体的な状況
• チェンマイは、タイの自然資源および環境に対して、多大な影響（水の生態系の破壊・大気汚染・廃棄物
処理など）をもたらしている。
1. 大気環境
• 毎年 2 月末から 4 月初旬の間に、大気汚染およびスモッグの問題が発生する。
• チェンマイには、チェンマイ市およびユパラート校の 2 カ所に自動モニタリングステーションがある。
• スモッグ問題の 4 つの要因および 3 つの原因
- 4 つの要因とは、タイ北部での野焼き、近隣国での野焼き、気候および地形である。
- 3 つの原因とは、タイ北部の伝統と文化、農業生活および農業産品のコストである。
2. 廃棄物処理
• チェンマイにおける廃棄物量は増加を続けていた。チェンマイは 1 日あたり 1,000 トン以上の廃棄物を
排出していた。
• 廃棄物は、主に居住施設および商業施設から排出されている。都市化の進行および生活様式や食生活の
変化に合わせて、廃棄物の量は急激に増加しており、また廃棄物の内容も変化している。
• 3 カ所の衛生埋立地は、ファーン自治体：1 日あたり 70 トン、チェンマイ地方行政組織：1 日あたり 250
トン、バーンタン埋立地（民間）：1 日あたり 300 トンである。
3. 水の汚染
• クァン川、メーカー運河およびメーコウ運河などに見られるように、チェンマイの運河や川の水質は、
悪化の傾向にある。
• この地方の人口は 25 万人で、人々は 1 日あたり約 50m3 の廃棄物を排出している。また、公営住宅や工
場の排水により水が汚染されている。
4. 緑地面積
• 森林：14,060 km2（ 69.93%）
• チェンマイ市の緑地面積

―

チェンマイ市は緑地面積を、レクリエーション地域および景勝地：

0.44km 、多目的地域：0.78km 、自然保護地域：0.03km2、牧草地帯：0.03km2 の 4 種類に分類して管理
2

2

している。
• 空き地および緑地は、コミュニティの進出により減少した。
5. EIA プロジェクト
• 居住地プロジェクトおよび 10 件の採掘プロジェクト
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将来の課題
• ASEAN 地域の小都市のための清浄な大気
• 清浄な運河
• エコタウンおよび低炭素社会を実現するための、都市およびコミュニティの開発計画。試験対象自治体は、
メージョー自治体、ノーンハーン自治体、パーパイ自治体である。
• チェンマイ旧市街用途地域図。

開発の主な手段
1. 社会の認識を高める
2. 環境に関する課題と問題に対する知識を深める
3. 短期
• 対象とする地元グループ向けの参加型の活動を考案する。
• 情報や経験を共有する。
• うまく組織化された組織を表彰し報酬を与え、社会に公表する。
• 表彰された環境保護組織の調査訪問を企画する。
4. 長期
• 国民参加のネットワークを構築する。
• 環境管理および環境保護の経験を共有する。
• 大学の知識と日常生活を営むコミュニティとの間のつながり。
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Summary of Presentation

The Kingdom of Thailand : Chiang Mai Province

CHIANG MAI, THAILAND
Vision : City of Life and Prosperity
Chiang Mai : "The Most Splendid City of Culture"
Area and Boundary
Chiang Mai is the largest province outside Metropolitan Bangkok. It has an area of around 20,107,057 km2,
26 districts and 211 Local Administrations. Chiang Mai has a population of 1,640,479. A large part (>82%) of
Chiang Mai's land is covered by mountains and forests.

Overall situation in Chiang Mai
•Chiang Mai have had vast impact on the nation’
s natural resources and the environment, such as the
deterioration of water ecosystems, polluted air and the problem of solid waste management.
1. Air Quality
•Every year between late February to early April, we encounter with a problem of air pollution and
smog.
•2 automatic monitoring stations in Chiang Mai, Chiang Mai city hall and Yupparaj School.
•4 factors and 3 causes of the smog problem
-4 Factors are Open burning in Northern Thailand, Neighbor countries open burning, Climate, and
Topography.
-3 causes are Tradition and Culture in Northern Thailand, Agricultural Livelihood, and Cost of
Agricultural produce.
2. Solid waste management
•The amount of solid waste in Chiang Mai continued to increase. Chiang Mai generated more than 1,000
tons/day.
•Solid Waste is generated mainly from residential and commercial complexes. With rising urbanization
and change in lifestyle and food habits, the amount of solid waste has been increasing rapidly and its
composition changing.
•3 Sanitary landfill sites are Fang Municipality : 70 tons/day, Chiang Mai Provincial Administration
Organization : 250 tons/day, and Bann Tan Landfill (Private) : 300 tons/day.
3. Water Pollution
•Canal and river in Chiang Mai tend to deterioration such as Kuang river, Mae-Kha canal,   Mae-kow
canal.  
•The number of people in the Municipal area is 250,000 and they produce a waste of approximately 50
cubic meters a day. There is also water pollution from public housing and from factories sewage.
4. Green Area
•Forest : 14,060 km2 (69.93%)
•The green area in the City  Chiang Mai City, it classifies the green area under its management into
4 types:   recreational area and landscape attraction: 0.44 km2,   multipurpose area: 0.78 km2, natural
preservation area: 0.03 km2, green land strips: 0.03 km2, and  
•Open space and Green area decreased because of community encroachment.
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5. EIA Project
•Residential project and 10 Mining project

Future Tasks
•Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region
•Clean canal
•Eco-town and Low Carbon Society purpose to implement Development Plan in city and community for
eco-town and low carbon society. Municipality Pilot are Maejo Municipality, Nhong-han Municipality, and
Pha-Pai Municipality.
•Chiang Mai Old City Zoning Map.

Main Instruments for developing
1. Increase public awareness
2. Increase knowledge of environmental issues and challenges
3. Short-term
•Creating participative activities for local target group.
•Sharing information and experiences.
•Admire or give a reward to the organization which has well organized also promote to public.
•Arrange fieldtrips to awarded conservative organization.
4. Long-term
•Implement public participation networks.
•Sharing environmental management and conservation experience.
•Connection between the knowledge from school and community conduct to practice in daily life.
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発表摘要

泰王国 : 清迈省
泰国清迈
构想 ：生命与繁荣的城市
清迈 ：
“最华丽的文化城市”

地理状况
清迈属于仅次于首都曼谷的泰国最大的地区。清迈的面积约达 20,107,057km2，拥有 26 个地区与 211 个地方政府。
清迈的人口有 1,640,479 人。清迈的土地的大部分属于（>82%）山林。

清迈的总体状况
•清迈给泰国的自然资源及环境所带来的影响（水生环境的破坏、大气污染及废物处理等）是巨大的。
1. 大气环境
• 每年 2 月末至 4 月初期间，大气污染及尘雾问题频发。
• 清迈在清迈市政厅及 Yupparaj 校 这 2 个地方设有自动监测站。
• 尘雾问题的 4 个主因及 3 个次因
- 4 个主因指的是泰国北部的野外焚烧、近邻国家的野外焚烧、气候及地形。
- 3 个次因指的是泰国北部的传统与文化、农业生活及农产品的成本。
2. 废物处理
• 清迈的废物排放量在不断增加之中。清迈平均每天的废物排放量达 1,000 吨以上。
• 废物主要是从居住设施及商业设施中排出。随着城市化的发展及生活方式和饮食习惯的变化，不但废物的
排放量急剧增加，废物的内容也在变化之中。
• 在 3 个卫生填埋所，FERN 政府 : 每天 70 吨、清迈地方行政组织 : 每天 250 吨、Bann Tan 填埋所（民间）:
每天 300 吨。
3. 水污染
• 正如在 Kuang 河、Mae-Kha 运河及 Mae-kow 运河等河中可见的，清迈的运河及河川的水质已具恶化的倾向。
• 这个地方的人口达 25 万，人们每天约排出 50m3 的废物。并且，公营住宅和工厂的排水也导致水质的污染。
4. 绿化面积
2
• 森林 : 14,060 km（
69.93%）

• 清迈市的绿化面积

―

清迈市将绿化面积分类为娱乐区及风景区 ：0.44km2、多用途区 ：0.78 km2、自然保

护区 ：0.03 km2、牧草地带 ：0.03 km2 的这 4 个类型进行管理。
• 空地及绿化地因社区的覆盖而减少。
5. EIA项目
• 居住地项目及 10 个开采项目

将来的课题
•ASEAN地区的小城市营造清洁的大气
•清洁的运河
•为实现节能城市和低碳社会的城市及社区的开发计划。实验对象政府为MAE JO政府、NON HAN政府及PAPAI
政府。
•清迈旧城区用地图。
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开发的主要手段
1. 提高社会认识
2. 深化环保相关课题研究及积累知识
3. 短期
• 考虑面向作为对象的地方组织举办参与型活动。
• 共享信息和经验。
• 对实现顺畅组织化的组织给予表彰和报酬，并对社会发表。
• 计划对被表彰的环保组织进行调查访问。
4. 长期
• 构建国民参与的网络。
• 共享环境管理及环境保护的经验。
• 建立大学知识与经营日常生活之社区之间的联系。
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発表要旨

タイ王国：チェンマイ市
「環境に関するチェンマイ市の現状および将来の課題」

チェンマイ市は、タイの地方自治体としての役割をなしている。市当局は、チェンマイを末永く住みやす
い市にするための開発において重要な役割を果たしている。市の約 40 平方キロメートルには 14 万 2,163 人
が住んでいる。メウン地区には 14 の小区域がある。そして 4 つの市区および 90 のコミュニティがある。人
口密度は、1 平方キロメートル当たり 3,535 人で、75,721 世帯ある。隠れた人口は約 30 万人である。
人口が増加し、都市部の人々の消費が激しいので、市は 1 日 1 人あたり 1 キログラムの廃棄物を排出して
おり、1 日約 320 トンの廃棄物が排出されている。さらに、家庭およびコミュニティから排出される汚水は、
公共の水路、特に市中心部を流れるピン川の支流であるメーカー運河に直接流入している。
チェンマイ市は 2005 年に、土地と経済に損害を与えた深刻な洪水問題に直面した。そして 2007 年にスモッ
グとダスト粒子に見舞われた。こうした問題の主な原因は、自動車からの排気に加えて、森林焼却、廃棄物焼却、
焼畑など人々の行動のすべてにある。人々は、移動の際には利便性から私有の自動車を使用する傾向にある。
公共交通機関の運営は非効率的で、人々のニーズに応えていない。加えて、チェンマイは高い山に囲まれた
谷に位置しており、近隣国からの森林火災を含む天候の不安定さが状況の悪化に拍車をかけている。緑地面
積は、温室効果ガスを吸収し、市の気温を下げられるほど十分ではない。
市当局は、都市開発と人々の生活の質の向上に努めている。チェンマイ市はグリーンシティを目指してい
るため、すべての開発プロジェクトには、大気環境管理、排水処理、廃棄物管理システム、都市計画および
緑地面積拡大などが組み込まれるだろう。
大気環境管理について市当局は、地域内の大気環境をモニターし人々に公表するために 3 つの環境大気質
モニタリングステーションを配置した。また環境保全および問題解決のために、公的機関、教育機関、コミュ
ニティ、NGO、市民団体とのネットワークや協力関係を作り上げている。そして既存のバス路線をより効果的
にするための改善や短距離通勤のための自転車レーンの設定なども含めて、公共機関の利用を奨励している。
エネルギー利用については、市当局は、2011 年初頭にオープンした新しいグリーンオフィスビルを建設し
た。このビルは省エネルギー政策のコンセプトの下、グリーンオフィスビルのモデルビルとして建設された
ビルであることが評価されて、市当局とエネルギー省との間に覚書が交わされた。この合意により、オフィ
スの照明の点灯消灯時間を設定したり、温度自動調節器を 25 度に設定したりするなど、ビル全体でエネルギー
を節約するための基準がある。さらに、信号機は太陽光システムを利用するように設計され、また省エネの
ために電球は LED 電球に交換されている。
温室ガスを吸収するために、地区でのさらなる植林、ビッグ・ツリーコンテストの開催、公園の改良を含
む樹木の健康状態の改善および調査などのさまざまな活動によって、緑地面積の拡大が実施されている。土
地は限られているので、都市は垂直方向に成長する。従って、地区内では地上や地下の庭園を利用するアイ
デアが実行に移されている。
汚水処理については、市当局は汚水処理システムを提供している。このシステムの処理能力は、2 万世帯
からの 1 日あたり 5 万立方メートルである。適用区域は 20 平方キロメートルで、これは地区全体の 50 パー
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セントにあたる。また、堤防沿いに住む人々が無頓着であることにより、多くの用水路は深刻な環境問題に
直面していることが判明している。人々はしばしば、ごみや汚水を適切に処理せずに直接用水路に廃棄して
いる。従って、市役所は堤防沿いに住む人々に知識を提供して認識を高めさせ、用水路に廃棄物を捨てない
ようにさせている。さらに市役所はこの問題の解決のため、メーカー運河の質の悪い水を希釈するために良
質の水を添加し、また汚水処理用の人工湿地を作るといった策を実施している。運河周辺の景観は改善され、
水質モニタリングが定期的に実施されている。
市の廃棄物管理システムは、ごみの生成量、収集、移送、転換および埋め立てのプロセスによって制御し
なければならない。廃棄物は以下に挙げる 5 つのカテゴリーに分類することができる。
- リサイクル廃棄物。市は人々にリサイクルプロジェクトに関する知識を提供している。
- 有機性廃棄物。スモッグの問題があるので、枝や乾燥した葉は市役所が収集する。残留物は肥料にされ、
公園の樹木の手入れや人々への配布などの市役所の活動に使用される。これにより野焼きの問題が解決
し、地区内のごみが減ることを期待している。
- 一般ごみ。市の下請け会社が適切に収集、保管、処理する。
- 有害廃棄物。有害廃棄物に関する人々の認識を高めるために、市は汚染管理局と緊密に連携を取っている。
市は、有害廃棄物分離プロジェクトを実施して、地区全体を網羅する 115 か所に有害廃棄物入れを設置した。
- 感染性廃棄物。感染性廃棄物の大半は病院から排出される。疾病管理および予防のために、焼却炉が使
用される。
加えて、発泡スチロールの箱を使わないようにし、有機材料のものを使うことを奨励するキャンペーンを
立ち上げている。
チェンマイ市は、すべての取り組みによって、住みやすく持続可能な市となることを願っている。
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Summary of Presentation

The Kingdom of Thailand : Chiang Mai City

"Our city's current status and future tasks
concerning the environment"
The Chiang Mai Municipality is regarded as a form of local government in Thailand. It is a key agent in
Chiang Mai's development for sustained livable city. The city covers about 40 square kilometers with a
population of 142,163. There are 14 sub-districts in Meung district. There are 4 municipal districts and
90 communities. The density of population is at 3,535 per kilometer with 75,721 households. The hidden
population is about 300,000.
Due to an increase population and high consumption of urban people, Chiang Mai generate one kilogram of
waste per person per day that causes about 320 tons of waste per day in the city. Moreover, waste water
from households and communities flow directly to public waterways, particularly Mae Kha canal, a small
stream of the Ping River, which runs through the heart of the city.
In 2005, Chiang Mai faced serious flood problem that caused damage to properties and its economy.
In 2007 Chiang Mai was confronted with smog and dust particle problems. The main causes of these
problems are every people's activities such as forest burning, waste burning, and agricultural burning as
well as emissions from vehicles. People prefer to use private-owned cars when traveling for convenience
proposes. The public transportation is inefficient management to respond the need of people. In addition,
the geography of Chiang Mai is located in the valley surrounded by high mountains and turbulence of
weather including the wild fire from the neighboring countries, which stimulate the situation worse. The
green area is insufficient for absorbing greenhouse gas and reducing the warm weather in the city.
The Chiang Mai Municipality is attempting to develop city and improve the quality of lives of people.
The city wishes to be a green city; therefore, all development projects will implement such as air quality
management, waste water treatment, waste management system, city planning, and expansion of green
area.
Regarding air quality management, the Chiang Mai Municipality installed 3 Ambient Air Quality
Monitoring Stations to monitor air quality within the municipality and publicize people. The Chiang
Mai Municipality also builds networking and collaboration with public agencies, educational institutes,
community, NGOS, and civic group in preserving the environment and finding solutions to problems. The
city also promotes the use of public transportation includes improving existing bus routes to be more
effective and providing bike lanes for short-distance commuting.
Energy use, the Chiang Mai Municipality built a new green office building which opened in the beginning
of 2011. The Memorandum of Understanding between the Chiang Mai Municipality and the Ministry of
Energy was signed in recognition of the building as a green building model office for the people under the
concept of energy saving policy. Through this agreement, there are measures aimed to reduce energy use
in the whole building such as setting times for turning on and off office lightings, setting the thermostat
at 25 degrees. Moreover, the traffic light system is designed to use a solar system and bulbs are replaced
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with LED light bulbs for less energy consumption.
To absorb greenhouse gas, the expansion of green are is implemented by launching various activities such
as planting more trees in the municipal area, Big Tree Contest program, surveying and checking tree's
health including improving public parks. Due to the limit of area, the city's growth expands vertically.
Hence, the idea of using vertical gardens is implemented within the municipal area.
Regarding waste water treatment, the Chiang Mai Municipality provides the system for waste water
treatment. Its treatment capacity is 50,000 cubic meters per day from 20,000 households. The service
area covers about 20 square kilometers or 50 percent of total municipal area. Moreover, it is found out
that many canals are being faced with severe environmental problems due to the carelessness of people
who live along the banks. They often throw garbage and drainage waste directly into the canal without
appropriate treatment. Hence, the municipality provides people who live along the banks knowledge and
raise them awareness not to dispose waste into the canal. Moreover, the municipality initiates solutions
to solve this problem by adding high quality of water to dilute poor quality water at Mae Kha canal and
building a constructed wetland for waste water treatment. Landscape around canal is improved and water
quality monitoring has been regularly conducted.
Waste management system of Chiang Mai Municipality must be controlled from the process of garbage
production, collection, transfer, transport, transformation, and land fill. Waste can be divided into 5
categories as follows;
- Recycling waste. The municipality provides people knowledge on a recycling project.
- Organic waste. Due to smog problem, tree branches and dried leaves are collected by the municipality.
The debris is turned into fertilizer and used it for municipal activities such as taking care of trees at
public parks and distributing to people. We hope that doing this will help solve open-burning problem and
reduce amount of garbage within the municipal area.
- General garbage. The sub-contracted company from the municipality will collect, locate and treat it
accordingly.
- Hazardous waste. The municipality works closely with the Department of Pollution Control for raising
people's awareness on hazardous waste. The municipality implemented the hazardous waste separation
project by providing hazardous waste containers that covered 115 points over the entire municipal area.
- Infected waste. Most of infected waste originates from hospital buildings. The incinerator is used for
management and prevention of disease.
In addition, the municipality launches campaigns to encourage people not to use foam boxes and are
replaced them with organic materials.
The Chiang Mai Municipality wishes all implementations will make Chiang Mai a livable and sustainable
city.
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発表摘要

泰王国 : 清迈市
“环境相关的清迈市的现状和将来之课题”

作为泰国的地方自治体，清迈市政厅行使着其治理权利。为使清迈发展成适合长住的舒适城市，清迈市政厅在
其开发过程中发挥了重要的作用。清迈市的约 40 平方公里面积中居住有 14 万 2,163 人。默恩地区共有 14 个小区域。
且有 4 个市辖区及 90 个社区。人口密度为每平方公里 3,535 人，共有 75,721 个家庭。且未登记人口约有 30 万人。
随着人口增长，都市居民的消费亦猛然增加。在清迈，一日中人均排放的废物达 1 公斤，由此，清迈市每日要
排放 320 吨的废物。并且，从家庭和社区排出的污水直接进入公共水道，特别是直接流入作为绵延市中心地带
的美萍河支流的 Mae Kha 运河中。
在 2005 年，清迈发生了给土地和经济造成损害的深刻的洪灾。2007 年，清迈曾被烟雾和粉尘所肆掠。这些问题
发生的主要原因在于汽车排放的燃气加之森林焚烧、废物焚烧以及农业焚烧等人类行为的总和。基于移动上的
便利性，人们具有喜欢使用私家汽车的倾向，且公共交通机构的运营效率不佳，无法响应人们的需要。再加上
清迈处于被高山所包围的山谷位置，包括邻近国家的森林火灾在内的气候的不稳定性又进一步加剧了情况的恶
化，而其绿化面积又不足以吸收导致温室效应的气体，使清迈市的气温下降。
清迈市政厅正致力于都市的开发与提高居民生活的质量。清迈市以绿色城市作为发展的目标，为此，在其所有
的开发项目中，需要引进大气环境管理、排水处理、废物管理系统、都市计划及绿化面积扩大等机制。
在大气环境管理方面，清迈市政厅设立了 3 座环境大气质量监测站，用以监测地区内的大气环境并向公众进行
公布。并且，为了实现环境保护及谋求问题的解决，清迈市政厅在公共机关、教育机关、社区、NGO 及市民团
体之间建立起网络和合作关系。进一步地，清迈市为了积极鼓励市民利用公共交通，进行了改造现存的公交路
线提高其效率，以及建设短距离通勤专用自行车道等。
关于能源利用方面，清迈市政厅建造了于 2011 年初投入使用的新型的绿色办公大楼。此大楼系在节能理念的政
策下，作为绿色办公大楼的样板大楼而得以建成，清迈市政厅为此与能源部交换了备忘录。根据此项协议，对
诸如办公室照明的开关灯时间的设定及将温度自动调节器设定为 25 度等的针对全体大楼的节能标准做出了界
定。并且，在信号设备中引进了太阳能系统，为了节电，还将灯泡更换成了 LED。
为了吸收温室气体，通过在地区内进一步推广植树、举办 Big Tree Contest 及进行包括公园改良在内的树木健康
状态的改善和调查等多种多样的活动，力求实现绿化面积的扩大。但由于土地有限，都市的绿化往立体方向成长，
因此，地区内遂转为利用地上和地下庭园的方式进行发展。
关于污水处理方面，清迈市政厅建立了污水处理系统。此系统拥有可对 2 万家庭的每日 5 万立方米污水进行处
理的能力。其覆盖区域为 20 平方公里，相当于全体地区的一半。然而，沿堤岸居住的居民对污水问题漠不关心，
因此许多用水道面临着严重的环境问题。人们经常将未作适当处理的垃圾和污水直接倒进用水道中。为此，市
政厅给沿堤岸居住的居民提供相应的知识，希望用以提高认识以杜绝往用水路丢弃废物。市政厅为解决此问题，
向水质恶劣的 Mae Kha 运河注入优质水以图稀释，并且还采取了诸如建立污水处理用人工湿地之类的方策。通
过这些措施，运河周边的景观得到了改善，水质检测也定期得以实施。
清迈市政厅的废物管理系统必须按照垃圾生成量、收集、转移、转换及深埋的此一系列流程来进行管理和控制。
废物可划分为以下列举的 5 类。
- 可回收废物。市政厅向居民们提供有整个回收项目的相关知识。

－ 46 －

- 有机废物。因存在烟尘问题，树枝及干燥的树叶由市政厅组织收集。残留物则被制成肥料，用于公园树木的栽
培及向居民进行分发等的市政厅活动中。此做法一举解决了野外焚烧的问题，地区内垃圾的骤减令人期待。
- 普通垃圾。由市政厅的下属承包商进行妥当的收集、保管和处理。
- 有害废物。为提高人们对有害废物的认识，市政厅与汚染管理局采取了紧密合作。市政厅实施了有害废物的分
离项目，设置了115处覆盖全体地区的有害废物箱。
- 感染性废物。感染性废物的大多数由医院所产生。为了疾病管理和实现预防，使用焚烧炉进行处理。
在上述种种之上，市政厅还呼吁杜绝使用聚苯乙烯泡沫箱，发起了鼓励使用有机材料的奖励活动。
清迈市政厅通过所有这些活动，希望清迈能建设成可持续宜居城市。
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発表要旨

中華人民共和国：天津市
環境保護の強化・住みやすい生態系型都市の建設
舒長云

天津市政府副秘書長
2011 年 10 月 11 日

最近になり、環境問題が再び国際的に注目されるにつれ、間違いなく、省エネ・循環型経済が世界の経済
と社会発展の大きな傾向となっている。天津市共産党委員会と市政府は省エネ・環境保全を大変重視しており、
環境の管理・保護を強化している。住みやすい生態系の構築を科学的発展観とし、人々の生活の質の向上に
おける全面的な取り組みとした。このように積極的に探求し続けた結果、良い成果が得られた。
過去数年、天津では、環境保全における汚染物排出の削減、環境都市の設立、総合的な修景保存、水環境
における特定項目の管理を通じ、工業汚染特定項目の取り締まりなどの面で目覚ましい進展があった。主に
汚染物の排出削減の段階的な目標を全体的に達成し終え、都市の環境質の改善が明らかにみられた。
これから数年は、天津のさらなる発展を推し進める上で、重要な時期となるであろう。工業化と都市化の
加速にともない、経済発展方式の転換も速く、環境保全という新たな挑戦に臨まねばならないからである。
主なものとして、さらに最適化やアップグレードした産業構造とエネルギー構造の必要性がある。各種水質
源の補充や利用の効率性不具合により、生態用水が足りなくなる。汚水処理施設の建設は、全国の中での先
進的なレベルと比べると、まだ格差がある。汚染物の排出を削減するのは重要な課題であり環境空気質量の
改善はまだまだ難しい。また農村部の環境インフラ設備もまだ遅れをとっている。これらの問題に積極的に
対応し、解決に力を入れる必要がある。
今後数年は、天津で「国際的で近代化した住みやすい都市」という総体要求に基づき、環境質の改善に着
眼し「空がもっと青く、水がもっと澄み切り、土地がもっと緑になる」を目標に、省エネ・汚染物の排出削減・
清水・緑化・リサイクルを出発点としている。全力で環境都市の建設を進めることで、さらに大きな進展が
期待でき、全市民に良好な生産や生活環境を提供するよう努力している段階である。これから数年、天津の
環境保全の重要な課題は、社会全体のエネルギー消費削減に力を入れ、省エネ政策法規を堅持することである。
そして、省エネの構造・省エネ技術の進歩を推進し、各作業分野の省エネに目ざとくあり、工業のエネルギー
消費削減や企業のクリーン生産を推し進める。また、マルチチャンネルでは、汚染削減の潜在能力を引き出
すことに力を入れている。主要な汚染物質工程管理削減を実施する場合、燃料となる石炭量の増加を厳格に
制御し、自動車公害対策の実施に力点が置かれている。さらに、水力プロジェクトの実施を推進し、年々生
態系の水を増加させ、汚水処理システムのネットワークを完成させることも注目されている。固体廃棄物の
管理を強化し、生活ゴミ処理の水準を高め、有害廃棄物の処理レベルを向上させることも一案である。最後に、
農村部の環境保全と循環型経済の発展を大いに推し進めることも考慮されている。
アジアの各都市がともに努力し、協力することがアジア地区、ひいては全世界環境保護事業の発展に、さ
らなる貢献をし、環境保全分野の交流と連携の手本になると確信しているからである。
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Summary of Presentation

People's Republic of China : Tianjin

Reinforcing environmental protection and building a liveable
ecological city
Tianjin Government
October 11, 2011
With environmental issues recently attracting growing international attention again, energy conservation
and recycling-oriented economy are, no doubt, forming a major trend in the development of world
economy and society. Tianjin's Communist Party Committee and municipal government place a strong
emphasis on energy saving and environmental conservation, reinforcing environmental management and
protection. The development of a liveable ecosystem is defined as a comprehensive initiative for improving
the quality of life from the perspective of scientific development. Active efforts of this kind have produced
good results.
Over the last few years, Tianjin has made notable progress in controlling industrial pollution through
reducing pollutant discharge, establishing itself as an environmental city, undertaking comprehensive
landscape preservation, and managing specific aspects of the water environment. The quality of urban
environment has shown clear improvement after the city achieved multi-stage targets mainly in pollutant
emission reduction.
The next few years will be an important period in promoting further development of Tianjin. The
acceleration of industrialization and urbanization has increased the pace of shift in the approach to
economic development, imposing the need to take on a new challenge of environmental conservation.
The industrial and energy structures require further optimization and upgrade. Poor efficiency in
supplementing and utilizing various water resources could cause a shortage in ecological water use.
The level of construction for sewage treatment facilities is still lower than advanced examples in other
parts of the nation. Reducing pollutant discharge is an important task, posing problems in improving the
environmental air mass. Environmental infrastructures are also underdeveloped in farming communities.  
These issues must be actively addressed to find solutions.
Over the next few years, Tianjin will place emphasis on improving the environment to "make the
sky bluer, water clearer and land greener" to address the general call to evolve into an "international,
modernized and liveable city", starting from energy conservation, pollutant discharge mitigation, water
quality improvement, greenification and recycling. Since promoting the development of an environmental
city is expected to create further development, efforts are made to provide all citizens with good-practice
production and living environment. The key challenges of Tianjin's environmental conservation program
are to work on cutting energy consumption of its entire society, and adhere to various energy-saving
policies and regulations at the same time. Tianjin must then promote the advancement of energy-saving
structures and technologies, keep close attention on energy conservation in various fields of work, and
encourage industries to reduce energy consumption and adopt clean production. In the multi-channel
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program, emphasis is placed on drawing out latent capacity to reduce pollution. When cutting back on
main pollutant process management, the city has strictly contained the increase of coal as fuel to address
automotive pollution. The hydro power project is promoted to increase water in the ecosystem year after
year, and complete the sewerage treatment facility network. The management of solid waste and the
standard of daily garbage treatment can be enhanced to improve on the level of treatment of hazardous
waste. Tianjin is also considering giving a major push to the development of environmental conservation
and recycling-oriented economy in farming communities.
Asian cities should make joint efforts and collaboration for the development of environmental protection
business not only for Asian region but also world-wide, and set a good example for the networking and
collaboration in environmental- and conservation-oriented fields.
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中华人民共和国 : 天津市
加强环境保护，建设生态宜居城市
天津市政府副秘书长 舒长云
2011年10月11日

近年来，随着环境问题再次成为国际关注热点，节能环保、循环经济无疑是世界经济和社会发展的大趋势。天
津市委、市政府高度重视节能环保工作，把加强环境治理和保护，加快构筑生态宜居高地作为全面落实科学发
展观、提高群众生活质量的重大举措，不断进行积极探索，取得了明显成效。
过去几年，天津环保工作在污染减排、生态市建设、市容环境综合整治、水环境专项治理、工业污染专项整治
等方面取得突破性进展，全面完成了主要污染物减排阶段性工作目标，城市环境质量明显改善。
未来几年是推进天津向更高水平发展的重要时期。随着工业化和城市化进程快速推进，经济发展方式的加快转变，
环境保护将面临新的更大挑战，主要表现为 ：产业结构、能源结构有待进一步升级、优化 ；各类水资源补充利
用不足导致生态用水短缺 ；污水处理设施建设与全国先进水平相比仍有差距 ；污染减排压力大 ；环境空气质量
改善任务艰巨 ；农村环境基础设施建设仍然滞后。这些问题都需要积极应对和着力解决。
今后几年，
天津将按照建设“独具特色的国际性、现代化宜居城市”的总体要求，着眼于改善环境质量，以“天更蓝、
水更清、地更绿”为目标，以节能、减排、清水、绿化、循环利用为切入点，全力推进生态市建设取得更大进展，
努力为全市人民提供良好的生产、生活环境。未来几年天津的环境保护重点任务是 ：大力推进全社会节能降耗，
坚持节能政策法规引导，大力推进结构节能，大力推动节能技术进步，抓好各领域节能工作，推动工业节能降
耗，推行企业清洁生产 ；多渠道挖掘污染减排潜力，实施主要污染物工程管理减排，严格控制燃煤量增长，开
展机动车污染防治 ；推进实施清水工程，逐年增加生态水量，完善污水处理系统厂网建设 ；加强固体废物治理，
提升生活垃圾处理水平，提升危险废物处理处置水平 ；加强农村环境保护并大力推进循环经济发展。
相信通过亚洲各城市的共同努力和通力合作，一定会使该区域成为环保领域交流与合作的典范，为推动亚洲地
区乃至整个世界环保事业的发展做出新的更大贡献！
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中華人民共和国：重慶市
都市開発に関心を寄せ、幸せな郷里を築く
中国・重慶
2011 年 10 月 11 日

重慶は中国内陸の唯一の直轄市で、中でも西部は大きく発展していくと考えられる。面積が 8.2 万 km2、
人口は 3,200 万人である。有名な三峡ダムの 80% は重慶にある。
重慶市共産党委員会と市政府は、経済の発展と同時に環境保護に重点を置き、終始、環境保護を重要な生
活プロジェクトとしている。経済と社会発展を堅持し、環境を含めた各分野の発展を統一的に計画しながら、
それぞれの分野に考慮を払っている。
重慶では、環境容量と汚染物質の排出効率の制限値を、産業プロジェクトの参入条件とし、地方政府の産
業環境の参入制度を打ち立てた。そして、環境への影響を評価することで水源汚染の防止とし、産業構造の
調和と最適化を行い、経済成長の重要な対策として堅持する。
都市機能の分布を積極的に調整し、113 社の汚染の著しい企業を重慶の市街地区から移転させた。重慶全
市内の合理的に企画配置した工業園区では、全ての工業プロジェクトは工業園区でグループとして開発を進
めると同時に、汚染防止の処理施設を建設していく。汚染物の集中処理を行い、環境リスクを未然防止する。
環境保護の要求に沿って産業開発の道を探求するよう励む。その際、電子情報産業・近代的製造業・近代
的サービス業など環境リスクが低く、汚染物質排出量の少ない産業から優先的に開発していく。
2010 年になり、重慶の経済総量は倍増し、成長率は 3 年連続して全国のトップ 3 になった。しかし、GDP
単位当たりのエネルギー消費量は 20.95% 減少し、化学的酸素要求量と二酸化硫黄の排出削減は、それぞれ
12.82% と 14.04% となった。それは、中国政府が指示している省エネと排出削減の目標値を完全に上回るも
のである。
重慶市政府は、住みやすい重慶・交通の便のよい重慶・緑の多い重慶・平安な重慶・健康的な重慶など、「五
つの重慶」をつくり上げるために努力中だ。中でも、環境保護分野では「藍天【青空】・碧水・緑地・寧静」
の四大行動を展開し、「五つの重慶」を推し進める上で大きな力となっている。
藍天行動では、大気汚染の防止を強化する。エネルギー構造を大きく調整して、市民に燃焼ガスの使用を
普及させる。石炭焚きボイラーでは、燃焼ガスのようなクリーンエネルギーの使用に切りかえた。また、全
ての火力発電所に脱硫設備を設置した。同時に都市の粉塵汚染を効果的に制御するため、密閉し運輸すると
いう方法や、散水による防塵対策、人工降雨作業など一連の対策を講じる。このほかに、自動車による排気
汚染防止を強化し、市内のタクシーやバスは、すべて天然ガスを使用し、市街地区で走行する車両については、
エコマーク管理を実施した。今のところ、重慶の市街地区の空気中の二酸化硫黄濃度は半分に減少し、微小
粒子状物質の濃度も大幅な減少傾向にある。都市の煙霧は明らかに減少し、霧のかかる日は 120 日だったも
のが 50 日前後と少なくなり、「霧の都市」の帽子をとることとなった。
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碧水行動では、都市の環境インフラ設備を進んで建設させ、都市生活の汚水とゴミの処理能力を大幅に向
上させた。工業企業には汚染物質の排出許可制度の実施に力を入れる。市内の河流汚染管理、飲用水源の確
保などを行い、三峡ダム区における水環境の安全を保障した。
緑地行動では、農村部の環境を総合管理し、「緑の多い重慶」の建設に取り組み、「緑化長江・重慶行動」
に力を注いでいる。生物多様性の保全を行い、耕地を森林に戻し、水と土の保全などの作業を盛んに行った
結果、重慶の生態環境の改善が明らかにみられた。
寧静行動では、建設工事騒音、道路交通騒音、生活騒音を重点的に制御した。音環境の質が大きく改善された。
日本国民と政府が、重慶市民と政府と合作、交流を通し、重慶の環境保護の発展が効果的に促進された。
重慶は、広島市と友好都市を締結するとともに、酸性雨研究交流センターを設立した。日中環境友好モデル
都市事業を実施し、中でも日本の円借款により、重慶市のクリーンエネルギー変換のプロセスが速まった。
天然ガスパイプラインネットワークの設置も順調に終え、日本から導入した環境モニタリングや分析ユニッ
トを用いて、汚染源の自動モニタリングと環境質量モニタリングを行った。重慶遠達環保（集団）有限公司
は三菱重工業株式会社の排煙脱硫技術の導入によるイノベーション後、現在、中国国内ですでに該当分野の
リーディングカンパニーとなっている。重慶康達環保（集団）股份有限公司と、日本の大晃機械工業株式会
社（TAIKO）は、共同で船舶用水処理装置を開発した。また、重慶耐徳工業股份有限公司は、新明和工業株
式会社の技術を導入し、ゴミの収集搬送やゴミ中継設備を造り、中国国内市場の被覆率は着実に向上している。
これからの 5 年間、工業化と都市化に弾みをつけ、都市と農村の一体化に向けて統括し、次のことに力を
尽くす。まずは、長江上流地区を経済の中心地とし、西部地区を重要な成長拠点とすることである。また、
都市と農村を統括された直轄市とし、長江上流の生態文明モデル区を建設することに励む。これは日本を含
む世界各国企業による、巨大なビジネスチャンスの到来となる。重慶の未来は、資源節約と環境保護の強化
に力を注ぎ、エコ開発していくことにかかっている。そして、汚染物質排出を引き続き減少させ、温室ガス
の排出を減らし、気候の変化に進んで対応することも欠かせない。さらに、循環型経済の展開や、生態文明
レベルの向上も考慮される。重慶は日本を含め、各国の方たちが以下の三つの分野で先進技術と管理経験を
提供してくださることを熱く期待している。
1. 循環型経済と低炭素経済の積極的な発展。国家の循環型経済と低炭素経済を推し進めるための実験都市を
建設する。工業園区の開発を行う。低炭素経済の産業のつながりに力を入れ、交通の省エネ・省エネ建築・
省エネ照明により、低炭素型都市をつくる。
2. 重慶の都市としての全体的な質の向上。国家環境保護モデル都市を創立することは、中国の都市環境保護
における最高の栄誉である。2015 年までに、重慶は中国環境保護モデル都市として確立されるだろう。
3. 長江上流地区の生態文明モデル区の建設に向けての努力。努力をやめない。環境や文化に進んで取り組み、
人々の伝統的な消費方式と生活パターンを変化させて、環境意識を高める。汚染物質の排出を減らしつつ
も経済の快速な発展を促す。生態環境の保護と建設を継続的に強化し、人と自然の調和を目指す。重慶が
さらに住み心地の良い都市となり、中国で最も幸福な都市の一つとなるように取り組んでいく。
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Building a motherland of happiness with interest in urban
development
Chongqing, China (October 11, 2011)
Chongqing is the only directly-controlled municipality in inland China, with strong growth expected
particularly in the western part of the city. It has an area of 82,000 square kilometres and 32 million people
in population. About 80% of the famous Three Gorges Dam is situated in Chongqing.
Chongqing's Communist Party Committee and the municipal government have placed as much emphasis
on environmental conservation as on economic development, consistently exploring environmental
conservation as one of its key lifestyle projects. They have adopted an integral approach in promoting the
development of various fields including the environment while maintaining solid growth in the economy
and society, with equal considerations given to all fields.
Chongqing has the official thresholds on environmental capacity and contaminant emission efficiency, and
imposes them as the criteria for participating in industrial projects, thereby establishing an environmentaloriented industry participation program. The assessment of environmental impact is carried out as an
important policy for economic growth, so as to prevent the contamination of water sources and achieve
the harmony and optimization of industrial structures.
The City has actively adjusted the distribution of urban functions, forcing 113 heavily-polluting companies
to move out of its urban areas. Industrial zones, rationally planned and laid out across Chongqing, handle
all the industrial projects collectively, while building treatment facilities for contamination prevention.  
Contaminated matters are centrally treated to prevent any environmental risks.
Efforts are made to explore the path for industrial development in line with calls for environmental
protection. Development priority is given to industries with low environmental risks and pollutant
emissions, such as the electronic information industry, modern manufacturing industry and modern service
industry.
In 2010, Chongqing saw its economy double, becoming one of the top three Chinese cities in growth rate
for three consecutive years. However, energy consumption per unit of GDP dropped by 20.95%, while the
chemical oxygen demand and sulfur dioxide emissions were reduced by 12.82% and 14.04% respectively.  
These figures far outperform the target level of energy conservation and emission reduction, instructed by
the Chinese government.
The Chongqing government is currently working on building "Five Chongqing", i.e. Liveable Chongqing,
Convenient Chongqing, Forest Chongqing, Safe Chongqing and Healthy Chongqing. In the field of
environmental protection, the city has implemented the Four Action plans to achieve "Blue Sky, Clean
Water, Green Land and Low Noise" as a major driving force behind the Five Chongqing program.
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Blue Sky Action reinforces efforts to prevent air pollution. The energy structure is being completely
overhauled to spread greater public use of combustible gas. Coal-fired boilers are being converted for
use with clean energy such as combustible gas. Desulfurization equipment has been fitted to all thermal
power stations. At the same time, the city is taking a series of measures to effectively control urban
dust pollution, e.g. fully-enclosed transportation, spray systems for dust prevention, and artificial rain. In
addition, the city is revamping measures to prevent auto exhaust pollution, making all taxis and busses
run on natural gas and controlling all vehicles travelling in city areas with the Eco Mark program. So far,
the atmospheric concentration of sulfur dioxide has halved in city areas, and the density of particulate
matters is also on the substantial decline. The city is seeing a visible reduction in smog. The number of
days of smog has dropped from 120 to around 50, allowing the city to clear its previous reputation as the
City of Smog.
Clean Water Action has promoted the construction of urban environmental infrastructures to significantly
improve the city's capacity to treat sewage and waste generated in urban life. An emissions permit system
is being introduced on contaminated industrial waste. The safety of the water environment at the Three
Gorges Dam area is ensured through controlling river pollution and securing sources of drinking water.
Green Land Action involves comprehensive environmental management in farming communities,
promoting "Forest Chongqing" construction and focusing on the "Green Yangtze-Chongqing Action"
program. Chongqing's ecological environment has clearly improved as a result of efforts to preserve
biodiversity, return farmlands into forest, and implemented actions of water / soil conservation.
Low Noise Action has focused on construction noise, traffic noise and social life noise, and achieved
substantial improvement in the quality of sound environment.
The Japanese government and its people have collaborated with the Chongqing government and its people
to effectively promote the development of Chongqing's environmental protection program. Chongqing
signed a friendship city agreement with Hiroshima and jointly established the Acid Rain Research and
Exchange Center. Environment-themed Friendship Model Projects have been implemented between
China and Japan, with Japan's yen loan accelerating Chongqing's shift to clean energies. Following
smooth installation of the natural gas pipeline network, environmental monitoring and analysis units,
introduced from Japan, are used to carry out automatic monitoring of pollution sources and examination of
environmental mass. Chongqing Environmental Protection Industry (Group) Co, Ltd. achieved innovation
with the introduction of exhaust gas desulfurization technology by Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., and
has since emerged as one of China's leading companies in the field. Chongqing Kangda Environmental
Protection Co., Ltd. and Japan's Taiko Kikai Industries Co., Ltd. (TAIKO) have jointly developed a water
treatment system for marine vessels. Chongqing Endurance Industry Stock Co., Ltd. have adopted a
technology by ShinMaywa Industries, Ltd. to establish garbage collection and relay facilities, and steadily
improving its service coverage in the Chinese market.
In the next five years, Chongqing will step up its drive for industrialization and urbanization, and strive
to bring unified control on city and farming areas, while directing its efforts to establishing the upstream
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of Yangtze River as an economic hub to make western Chongqing a key growth base. An ecological
civilization model zone will be built on the upstream of Yangtze River with direct control of city and
farming communities. This could create a massive business opportunity for companies around the world
including Japan. The future of Chongqing depends on its focus on resource conservation, environmental
protection and ecological development. It is also essential to continue efforts to reduce pollutant emission,
mitigate greenhouse gasses and proactively deal with climate change. Furthermore, considerations should
be given to the deployment of a recycling-oriented economy and improvement in the level of ecological
civilization. Chongqing has strong expectations on Japan and various other countries to provide advanced
technologies and management experiences in the following three fields:
1. Active deployment of a recycling-oriented economy and low-carbon economy: Chongqing strives to build
an experimental city in promotion of recycling-oriented and low-carbon economy, develop industrial
zones and reinforce inter-industrial collaboration for low-carbon economy, so as to achieve low-carbon
city based on energy-saving transport, energy-saving architecture and energy-saving lighting.
2. Overall improvement of Chongqing's quality as a city: Creating a state model city for environmental
protection is the highest honor in China's urban environmental protection program. Chongqing is to be
established as the nation's environmental protection model city by 2015.
3. Efforts toward building the ecological civilization model zone at the upstream of Yangtze River:  
Chongqing will never cease to make efforts in taking on environmental and cultural issues, and
transforming people's traditional consumption approach and lifestyle pattern to raise environmental
awareness. It is committed to promoting rapid economic development while reducing pollutant
discharge, and continuously strengthening the protection and building of ecological environment to
establish harmony between humans and nature. Chongqing will work toward becoming an even more
comfortable place to live in, and one of the happiest cities in China.
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中华人民共和国 : 重庆市
关注城市发展，共建幸福家园
中国 • 重庆
2011年10月11日

重庆，是中国内陆唯一的直辖市和西部大开发的桥头堡，幅员 8.2 万平方公里，人口 3200 万，举世闻名的三峡
水库百分之八十在重庆。
重庆市委、市政府十分重视在经济发展的同时加强环境保护，始终将环境保护工作作为重要的民生工程，坚持
与经济社会发展工作统筹考虑。
我们坚持以环境容量和污染物排放效率限值为产业项目的准入条件，建立了地方政府的产业环境准入制度，将
环境影响评价作为从源头控制污染、进行产业结构调整和优化经济增长的重要措施。
我们积极调整城市功能布局，将 113 家重污染企业搬出重庆主城区。在全市合理规划布局工业园区，所有的工
业项目进工业园区集群发展，所有的工业园区同步建设污染防治设施，实行污染集中治理，环境风险集中防范。
我们努力探索适应自身环境保护要求的产业发展道路，优先发展电子信息产业、现代制造业、现代服务业等环
境风险低、污染物排放量很小的产业。
到 2010 年，重庆经济总量翻番，增速连续 3 年位居全国前三，但单位 GDP 能耗下降了 20.95%，化学需氧量、
二氧化硫分别减排 12.82％和 14.04％，超额完成中国政府下达的节能减排任务。
重庆市政府正在努力建设宜居重庆、畅通重庆、森林重庆、平安重庆、健康重庆等“五个重庆”。其中，环保方
面开展“蓝天、碧水、绿地、宁静”四大行动，成为推动“五个重庆”建设的重要力量。
蓝天行动方面，强力推进大气污染防治。我们大力调整能源结构，城市内居民普及使用燃气 ；对燃煤锅炉实施
了清洁能源改造，对所有的火电厂安装了脱硫设施。同时，为有效控制城市扬尘污染，我们采取了密闭运输、
洒水降尘和人工增雨作业等系列措施。此外，我们还强化了机动车排气污染控制，对市区内的出租车、公交车
全面使用天然气，对在主城区行驶的车辆实施了环保标志管理。目前，重庆主城区空气中二氧化硫浓度成倍降低，
可吸入颗粒物浓度大幅度下降，城市阴霾天气明显减少，雾天从 120 天降至 50 天左右，摘掉“雾都”的帽子。
碧水行动方面，我们积极推进城市环境基础设施建设，大幅度提高城市生活污水和垃圾的处理能力。对工业企
业实施了排污许可制度。在全市开展了河流污染整治、饮用水源保护等工作，保障了三峡库区水环境安全。
绿地行动方面，我们开展了农村环境综合整治，积极推进“森林重庆”建设，大力开展“绿化长江 • 重庆行动”，
实施了生物多样性保护，开展了退耕还林、水土保持等工作，重庆的生态环境明显改善。
宁静行动方面，重点控制建筑施工噪声、交通噪声和社会生活噪声，声环境质量大为改观。
日本人民和政府与重庆人民和政府的合作与交流，有力地促进了重庆环保事业的发展。我们就与广岛结成了友
好城市，并联合成立酸雨研究交流中心 ；我们实施了中日环境合作示范城市项目，利用日元贷款项目加速了我
市清洁能源改造进程，顺利完成天然气管网建设，从日本引进了环境监测、分析设备，用于重点污染源自动监
控和环境质量的监测。我市的远达环保从三菱重工引进烟气脱硫技术，自主创新后，目前已成为中国国内该领
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域的领军企业 ；康达环保公司与日本大晃（TAIKO）公司合作，开展了船舶污水治理 ；重庆耐德环保公司引进
日本新明和技术，制造垃圾收运、垃圾中转站成套设备，在国内市场覆盖率正稳步提高。
今后五年，我们将加快工业化、城市化和城乡统筹一体化进程，致力于建设长江上游经济中心、西部地区的重
要增长极、城乡统筹的直辖市和长江上游生态文明示范区，这给包括日本在内的世界各国企业带来巨大的商机。
重庆的未来，将着力强化资源节约和环境保护，走绿色发展之路，继续降低污染物排放，降低温室气体排放，
积极应对气候变化，发展循环经济，提高生态文明水平。我们热忱欢迎包括日本在内的各国朋友在以下三个方
面提供先进的技术和管理经验。
1. 积极发展循环经济和低碳经济。我们将积极推进国家循环经济和低碳经济试点城市建设；走工业园区发展之路。
大力发展低碳经济产业链，推广交通节能、建筑节能和照明节能，建设低碳城市。
2. 全面提升重庆城市品质和质量。中国城市环境保护的最高荣誉是创建国家环保模范城市。2015 年以前，重庆
将创建成为中国环境保护模范城市。
3. 努力探索建设长江上游生态文明示范区。我们将大力弘扬环境文化，增强公众环境意识，改变传统的消费方
式和生活模式 ；我们将在减少污染物排放的同时推动经济快速发展 ；我们将继续加强生态环境保护与建设，
促进人与自然的和谐，把重庆建设成为更宜居的城市，把重庆建设成为中国最幸福的城市之一。
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蘭州市環境問題とこれからの課題

[ 概要 ]
現状
蘭州市は甘粛省の省都であり、中国西部地域の重要な中心地区である。建国六十数年来、特に改革開放以
来、蘭州の経済と社会各分野の事業は急速に発展し、総合的な経済力が顕著に向上し、黄河上流の重要な経
済の中心地になっている。また、蘭州は、西隴海蘭新線（蘭州、ウルムチ等々東西を結ぶ鉄道）ビジネスゾー
ンを支える重要な基盤と経済の源でもあり、甘粛省と中国の近代化発展への貢献度も非常に高い。
  
長年にわたり、蘭州市は青空プロジェクト、冬季の防寒対策、環境汚染対策を総合的に行い、立ち遅れて
いる産業設備を撤廃し、産業用燃料（石炭）の汚染管理を強化し、建設現場の管理も強化し、粉塵による汚
染を軽減する努力をしてきた。クリーンエネルギーに切り替えるための 123 プロジェクトを実施し、794 基
（ 1684 蒸気トン換算）の石炭ボイラーをクリーンエネルギーに切り替えた。また自動車の燃料をガソリンか
ら天然ガスへの切替活動を展開し、現在全市の天然ガスで走る自動車は 32,067 台に上る。自動車の強制廃車
制度を厳しく実施し、30,891 台の車を廃車にした。車の排気ガス排出量については毎年検査とサンプリング
調査を行なっており、現在定期的検査率は 71.47% に達している。蘭州市の努力により、現在都市の大気品質
は 1,2 級に達する日数が年間 241 日もあり、
“第 10 次 5 カ年計画”期間中よりも平均して 56 日増えた。二酸
化硫黄（SO2）の年平均濃度も“第 10 次 5 カ年計画”期間中より 22.8% 減少し、吸入可能な粒状物質の平均
濃度も 20.8% 減少している。二酸化窒素の年平均濃度も国家 2 級の基準に達した。
都市の下水を全部回収し処理しており、西固、塩場、雁児湾、楡中夏官営、永登県に 5 つの下水処理場の
建設を開始した。雁児湾下水処理場の処理能力は一日 4 万トン増加し、七里河安寧下水処理場の処理能力は
16 万立方メートルになった。工業廃水の監督管理も強化され、工業排水量も毎年減少し、排出基準達成率は
95.15% に及んでいる。集中飲用水源地の一級保護区の排出口を閉鎖し、保護区の標識を設置した。“第 11 次
5 カ年計画”期間中には蘭州市の飲用水源の水質と黄河蘭州区間の水功能区の水質は 100% 基準に達していた。
水環境の安全は保障されている。
また、汚染物の総量規制を全面的に実施し、産業構造調整を行い、エネルギー消耗の多い、汚染度の深刻
な遅れた設備、配置が不合理な企業を閉鎖させ、あるいは移転させている。医療機関の廃棄物管理も強化し、
全市の医療衛生部門の廃棄物の集中処理を行っている。また、危険廃棄物の申告登録を進め、危険な廃棄物
発生の主な企業に対して、規範化された管理を行い、生活ごみの無害化処理率が 80.91% に達し、有害産業
廃棄物の処理利用率が 100% に達し、医療廃棄物の処理利用率も 100% に達した。2010 年、環境騒音は平均
57.1 デシベルで、
“第 15 次 5 カ年計画”期間末より 0.8 デシベル下がり、幹線道路の騒音レベルは 69 デシベ
ルで、
“第 15 次 5 カ年計画”期間末と同じである。電磁波汚染調査と放射源調査を行い、また関係企業の申
告を通じて、市の電磁波汚染源と放射線汚染源の現状と処理状況を把握して、汚染対策推進のために、良い
基礎を打ち立てている。
今後の課題
粉塵と石炭燃料による大気汚染は依然として深刻であり、地表の飲用水源地にはまだ汚染の危険性が存在
している。固体廃棄物の排出と堆積場所の二次汚染問題がまだ解決されていない。
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市の生態環境は脆弱で、生態回復が遅い。森林のカバー率も低く、表土の保持能力も低い、自然保護区の
植被率も低い、市内緑地の生態補償能力も低い、湿地の生態状況は低レベルを継続、或いは破壊されている
状態にある。農村の非点源汚染も加速している。
全市の産業構造の中では、エネルギーを多く消費し、汚染度の高い産業が大きな比重を占め、その大部分
が河谷のベルト地帯の都市と黄河流域に分布しており、都市の空気と水環境の品質に悪影響を与えている。
燃料切替は実施しているが石炭消費がエネルギー総消費量の 70% 以上を占めており、クリーンエネルギー
の割合は低い。特に冬季暖房使用期間が深刻である。石炭燃焼の過程に発生する二酸化硫黄と吸入可能な粒
状物質が大気汚染の重要な原因となっている。
都市の大型石炭ボイラーの脱硫設備、汚水処理場とゴミの無害化処理場など環境保護の関連基礎施設が不
十分で、都市の発展と汚染処理のニーズを満たしていくのがこれからの課題となる。
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Current environmental issues and future tasks of the City of
Lanzhou
[Overview]
Current status
Lanzhou is the capital city of Gansu Province, and is also a key regional hub of western China. Since
the establishment of the People's Republic of China in 1949, and particularly since the introduction of
the Chinese economic reform, Lanzhou has undergone rapid advancement in economic and social fields,
achieving a notable improvement in its comprehensive economic strength and emerging as one of the key
economic hubs on the upper reach of the Yellow River. It also represents the origin of economic activities
and important foundation supporting the business zone that stretches along the western Longhai Railway
and Lanzhou-Xinjiang Railway (lines that connect eastern and western China, including Lanzhou and
Ürümqi), thereby significantly contributing to the modernization of Gansu Province and the rest of China.
For many years, Lanzhou has implemented the Blue Sky project, protective measures against low winter
temperatures, and actions against environmental pollutions. The city has made efforts to decommission
obsolete industrial facilities, reinforce pollution management on industrial fuel (coal), strengthen control on
construction sites, and mitigate pollution caused by fine particles. A total of 123 projects have been put
in place to adopt clean energies, converting 794 coal-fueled boilers (equivalent to 1684 tons of steam) into
systems based on clean energies. Following the campaign to shift automotive fuel from gasoline to natural
gas, 32,067 vehicles now run on natural gas across the city. The system to take aged cars forcibly off the
street is strictly enforced, decommissioning 30,891 vehicles in total. Automotive exhaust and emissions
are annually tested and sampled for detailed studies at the rate of 71.47% in periodic testing. Efforts by
Lanzhou have improved the city's air quality, which has achieved Class 1 or Class 2 on 241 days per
annum, an increase of 56 days on average compared to the records taken during the "10th Five-Year Plan".  
The annual average concentration of sulfur dioxide (SO2) has dropped 22.8% from the figure recorded
during the period of the 10th Five-Year Plan, while the average concentration of inhalable particulate
matters has also dropped by 20.8%. The annual average concentration of nitrogen dioxide has achieved the
level equivalent to the national Class 2.
With all sewage water collected for treatment, the city has commenced the construction of five wastewater
treatment facilities in Xigu, Yanchang, Yan'erwan, Yuzhong Xiaguanying and Yongdeng County. The
treatment capacity of the Wild Goose Sewage Treatment Plant has been increased by 40,000 tons per
day, whereas the Qilihe-Anning Water Treatment Plant has gained the treatment capacity of 160,000
cubic meters. Reinforced supervision and management of industrial wastewater have steadily reduced
the amount of industrial wastewater each year, with 95.15% of establishments clearing the standard for
wastewater discharge. Discharge outlets located within Class 1 protection areas for drinking water sources
have been closed and signposted indicating their protection status. During the period of the 11th FiveYear Plan, the water quality at drinking water sources in Lanzhou and in water function areas along the
Yellow River within Lanzhou, has all met the required standards, indicating the assurance of safety in the
－ 61 －

Summary of Presentation

People's Republic of China : Lanzhou

city's water environment.
Furthermore, Lanzhou fully enforces contaminant discharge quota, and has realigned industrial structures
to shut down or relocate companies that have obsolete facilities with large energy consumption, heavy
pollution, or irrational layout. Waste control on medical institutions has been stepped up to centrally
treat waste from the medical and sanitation sectors across the city. There is a system in place to make
companies declare and register hazardous waste. Large corporate generators of hazardous waste have
been regulated to achieve 80.91% in the detoxification rate of household waste, 100% in the rate of treating
and/or reusing industrial hazardous waste, and 100% in the rate of treating and/or reusing medical waste.  
In 2010, the level of environmental noise was 57.1 decibels on average, down 0.8 decibels from the period
of the 15th Five-Year Plan. The noise level along trunk motorways is 69 decibels, which is steady from the
figure recorded at the end of the 15th Five-Year Plan. The city conducts studies on electromagnetic and
radiation pollution, and receives reports of declaration from relevant enterprises to identify the current
status and handling of the sources of electromagnetic and radiation pollution, so as to establish a solid
foundation for promoting anti-pollution measures.
Future tasks
Air pollution from particulate matters and coal fuel continues to be a serious concern, creating the risk of
contamination for surface drinking water sources. The issue of the discharge of solid waste and secondary
contamination from its buildup has yet to be resolved.
The city's ecological environment is vulnerable and slow to recover. It has low forest coverage, low ability
to retain surface soil, low vegetation coverage in conservation areas, low ecological compensation capacity
at green tracts of land, and redundant low-level transitions or even destructions of ecological states of
wetlands. Non-point source pollution is accelerating in agricultural communities.
In Lanzhou, industries with high energy consumption and high pollution degree account for a large
proportion of local industries. Most of them are situated in city areas in the valley's industrial belt or along
the Yellow River, adversely affecting the quality of air and water in urban communities.
Fuel switch is in progress. However, the ratio of clean energies remains low, while coal represents over
70% of total energy consumption. The situation is especially serious in winter, when heating devices are
used. Sulfur dioxide generated in the process of coal combustion and inhalable particulate matters are the
significant causes of air pollution.
The city is ill-equipped with environmental infrastructures such as desulfurization devices for large coalfired boilers in urban areas, as well as wastewater treatment plants and waste detoxification plants. The
immediate task is to meet the needs for wastewater treatment amidst the development of urban areas.
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兰州市环境问题现状及挑战

【内容摘要】
现状
兰州是甘肃省省会，西部地区重要的区域中心地带。建国六十多年特别是改革开放以来，兰州经济和社会各项
事业蓬勃发展，综合经济实力明显增强，成为黄河上游重要的经济中心，西陇海兰新线经济带的重要支撑点和
辐射源，为甘肃和我国的现代化建设做出了重要贡献。
多年来，开展蓝天工程、冬防工程、兰州市环境污染治理行动计划等综合整治工作，关停落后工艺设备，强化
工业等燃煤污染源监管，加强施工工地管理，减轻扬尘污染。实施清洁能源改造 123 工程，完成 794 台、1684
蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。开展机动车“油改气”工作，全市累计改造天然气汽车 32067 辆。严格执行机动
车强制报废制度，累计淘汰报废汽车 30891 辆。实施在用机动车排气年度检测和监督抽测制度，城市机动车环
保定期检测率达到 71.47%。通过努力，市区空气质量一二级天数平均达到 241 天 / 年，比“十五”时期平均
增加 56 天，二氧化硫年平均浓度比“十五”末下降了 22.8%，可吸入颗粒物年平均浓度比“十五”末下降了
20.8%，二氧化氮年平均浓度达到国家二级标准。
实施城市污水“全收集、全处理”工程，启动西固、盐场、雁儿湾、榆中夏官营、永登县 5 座污水处理厂建设工程，
雁儿湾污水处理厂污水日处理量增加 4 万吨，七里河安宁污水厂污水日处理量增加到了 16 万立方米。加强工业
污水的治理和监管力度，工业污水排放量呈逐年减少趋势，污水排放达标达到 95.15%。关闭集中式饮用水源地
一级保护区排污口，并设置集中式水源地保护区标志。“十一五”期间，我市饮用水源水质和黄河兰州段水域功
能区水质达标率均稳定保持在 100%，水环境安全得到有效保障。
全面推行污染物总量控制制度，通过产业结构调整，对能耗高、污染重、工艺设备落后、布局不合理的企业实
行了关停并转迁。加强对医疗废物管理，实现了全市医疗卫生机构医疗废物集中处置。开展危险废物申报登记，
危险废物重点产生单位实现规范化管理，生活垃圾无害化处理率达到 80.91%，工业危险废物处置利用率达到
100%，医疗废物处置利用率达到 100%。2010 年区域环境噪声平均等效声级为 57.1 分贝，比“十五”末下降 0.8
分贝 ；道路交通干线噪声平均等效声级为 69 分贝，与“十五”末基本持平。通过开展电磁辐射污染和放射源的
普查和申报登记工作，掌握全市电磁辐射污染源和放射性污染源的使用及处置现状，为污染防治工作奠定了基础。
挑战
扬尘和燃煤造成的环境空气污染仍较为严重，地表饮用水水源地存在一定污染隐患，固体废物的排放和堆存引
起次生污染尚未得到完全控制。
区域生态环境比较脆弱，生态恢复比较缓慢 ；森林覆盖率低，水土保持能力差 ；自然保护区覆盖率低 ；市区绿
地的生态补偿能力较低 ；湿地生态系统基本上处于重复低水平演替或被完全破坏状态 ；农村面源污染呈现加剧
态势。
全市工业结构中高能耗高污染行业占较大比重，且大都分布在带状河谷城市和黄河流域内，给城市空气和水环
境质量造成较大影响。
煤炭消费量仍占全市能源消费总量的 70% 以上。清洁能源消费比例相对较低，燃煤过程中产生的二氧化硫和可
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吸入颗粒物成为空气污染的重要来源，采暖期污染尤为严重。
城市大型燃煤锅炉脱硫设施、污水处理厂、垃圾无害化处理厂等环境保护基础配套设施尚不能满足城市发展和
污染治理的需求。

－ 64 －

インラックタイ王国首相メッセージ /
Message from the Primeminister of the Kingdom of Thailand
Ms. Yingluck Shinawatra /
泰国首相 Yingluck 的致辞

－ 65 －

協賛企業 / Supporting Companies / 赞助企业
●アステラス製薬株式会社

●Astellas

●医療法人

●Medical

医和基会

●カースル株式会社
●株式会社北九州銀行
●九州電力株式会社
●九州ベアリング株式会社
●九州旅客鉄道株式会社
●株式会社九電工
●株式会社ケイアールジー
●株式会社ジェネッツ
●株式会社シラニックス
●株式会社新出光
●新日本製鐵株式会社
●株式会社スカラベサクレ
●住友化学株式会社
●西部瓦斯株式会社
●ゼオライト株式会社
●双日株式会社
●第一環境株式会社
●高原建筑咨询

( 上海 ) 有限公司

●株式会社ツムラ
●洞海マリンシステムズ株式会社
●ＴＯＴＯ株式会社
●東レ株式会社
●西日本家電リサイクル株式会社
●株式会社西日本シティ銀行
●西日本鉄道株式会社
●西日本電信電話株式会社
●日環特殊株式会社
●日本環境安全事業株式会社
●一般財団法人日本気象協会

九州支社
●株式会社日本ストラテジック・ファイナンス
総合研究所
●パシフィックコンサルタンツ株式会社
●パナソニック株式会社
●株式会社日立製作所
●株式会社福岡銀行
●本多機工株式会社
●株式会社マサキ・エンヴェック
●三菱重工業株式会社
●三菱電機株式会社
●メタウォーター株式会社
●株式会社安川電機
●株式会社ヤナイ
●株式会社リーガロイヤルホテル小倉

Pharma Inc.
Corporation IWAKIKAI
●CASLE Co.,LTD.
●The Kitakyushu Bank, Ltd.
●KYUSHU ELECTRIC POWER CO.,INC.
●KYUSHU BEARING CO.,LTD.
●Kyushu Railway Company
●KYUDENKO CORPORATION
●KRG Co.,Ltd.
●JENETS Co.,Ltd.
●SILANIX Corporation
●Shin-Idemitsu Co.,Ltd.
●Nippon Steel Corporation
●SUKARABESAKURE Co.,Ltd.
●Sumitomo Chemical Co.,Ltd.
●Saibugas Co.,Ltd.
●ZEOLITE CO.,LTD.
●Sojitz Corporation
●DK Corporation
●TAKAHARA ARCHITECTURE
CONSULTING (SHANGHAI) CO.,LTD.
●TSUMURA & Co.
●Dokai Marine Systems Ltd
●TOTO LTD.
●Toray Industries, Inc.
●Nishinihon Kaden Recycle Corporation
●THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD.
●Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.
●NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE
WEST CORPORATION
●NIKKAN TOKUSHU Co.,Ltd.
●Japan Environmental Safety Corporation
●JAPAN WEATHER ASSOSIATION KYUSHU
BRANCH
●Japan Strategic Finance
●PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD.
●Panasonic Corporation
●Hitachi, Ltd.
●THE BANK OF FUKUOKA, LTD.
●HONDA KIKO CO.,LTD.
●Masaki ENVIC Co., Ltd.
●MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.
●MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
●METAWATER Co,Ltd.
●YASKAWA Electric Corporation
●YANAI Co., Ltd.
●RIHGA ROYAL HOTEL KOKURA
－ 66 －

概要
開

催

地

参加都市

北九州国際会議場、リーガロイヤルホテル小倉
日本：北九州市
中華人民共和国：天津市
タイ王国：バンコク都

重慶市

蘭州市

チェンマイ県

チェンマイ市
（順不同）

計7都県市
（3カ国）
主

催

アジア環境都市サミット実行委員会
〈実行委員長

広中和歌子
〈
（元国務大臣・環境庁長官）
（財）
水と緑の惑星保全機構

理事長〉
〉
事

務

局 （財）
水と緑の惑星保全機構
（特定公益増進法人）

代表発起人

環境大臣

江田五月、経済産業大臣

厚生労働大臣

海江田万里、外務大臣

細川律夫、農林水産大臣

松本剛明、

鹿野道彦、

内閣府特命担当大臣
（郵政改革・金融）
自見庄三郎、
（順不同）
（2011.8.31現在）
特別顧問

地球環境行動会議会長

斎藤十朗
（元参議院議長）
、北九州市長

北橋健治、

内閣府特命担当大臣
（郵政改革・金融）
自見庄三郎、
（社）
日本経済団体連合会常務理事
後

援

椋田哲史

環境省、北九州市、中華人民共和国駐日本大使館、駐日タイ王国大使館、
（社）
日本経済団体連合会、北九州商工会議所、
（社）
北九州青年会議所、
日本政策金融金庫
（国民生活事業本部／農林水産事業本部／中小企業事業本部／
国際協力銀行）
、
（独）
新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）
、
（独）
国際協力機構
（JICA）
九州国際センター、北九州市立大学、
地球環境行動会議
（GEA）
（順不同）

協

力

外務省、農林水産省、経済産業省、厚生労働省、金融庁、福岡県、
（財）
地球環境戦略研究機関
（北九州IGES）
（順不同）

全体議長

竹本和彦
（前環境省地球環境審議官）
国連大学高等研究所上席研究員、
東京大学サステイナビリティ学連携研究機構地球環境政策アドバイザー

アジア環境都市サミット実行委員会

事務局：財団法人水と緑の惑星保全機構 (特定公益増進法人)
〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-3 東京桜田ビル404C
Tel:03-3509-9733 Fax:03-6206-1125
http://www.mizumidori.jp/ E-mail:ecocity@mizumidori.jp

Asia Environmental Cities Executive Committee
Secretariat : Earth Water & Green Foundation
404C, Tokyo Sakurada Bldg, 1-1-3
Nishi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 Japan
Tel:+81-3-3509-9733 Fax:+81-3-6206-1125
http://www.mizumidori.jp/ E-mail:ecocity@mizumidori.jp

