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ばい煙の空、死の海から奇跡の復活



近代化を支えた工業化

官営八幡製鐵所（1901年） 1950年代の北九州工業地帯



1960年代の洞海湾周辺の様子



大気汚染・水質汚濁

屋根に積もった降下ばいじん
林立する煙突

排水の流入

溶けた
スクリュー



企業の視察 大学教授による講義

公害克服にむけた関係者の取り組み

パートナー
シップ

自治体の取組み企業の取組み

市民の取組み

省エネ型生産工程や公害防止機器整備
環境モニタリングや環境インフラ整備



1960年代 現 在

ばい煙の空、死の海から奇跡の復活



経験に培われた環境技術を世界に
～アジアの環境人材育成拠点～



公害克服で蓄積した技術や人材

「アジアの環境人材育成拠点」の形成

研修員受け入れ ：130カ国 4,932 人 （1980年～2007年度累計）

専門家の派遣： 25カ国 128名 （1978年～2007年度累計）

アジアの環境人材育成拠点形成事業： 年間400人、5年間で2,000人の研修員受入

【研修員の受け入れ状況】
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（財）北九州国際技術協力協会（KITA）

Kitakyushu International Techno-Cooperative Association
設立年月日:1980年7月14日

北九州青年会議所、北九州商工会議所、西日本工業倶楽部等の産業団体
と、北九州市及び福岡県が出資して設立

理事長

河野 拓夫

活動

産業技術及び環境保全技術（所謂、持続可能な開発技術）を必要とする

国々に技術移転

・国際研修

・専門家派遣

・技術交流

・調査・情報

・国際コンサルティング

・国際親善交流

協力機関

２００を超える企業、大学・研究機関、行政機関、市民・ＮＧＯが協力



経験に培われた環境技術を世界に
～世界に広がる環境協力のネットワーク～



北九州市

下関市
福岡市

蔚山市

仁川市

釜山市
青島市

天津市
大連市

煙台市

セブ市

バタンガス市

ホーチミン市

ペナン島市

スラバヤ市

スマラン市

東アジア経済交流推進機構
（平成16年）

アジア環境協力都市
ネットワーク（1997年）

都市ネットワークをベースとした環境協力の推進

下関市
青島市



北九州イニシアティブ・ネットワーク

(18カ国62都市）

■国連機関による都市ネットワーク 18カ国 62都市

■経緯

2000年 第４回「国連ESCAP環境と開発に関する閣僚会議」で本市
の環境改善とそれを生かした環境国際協力の成果が認め
られ「北九州イニシアティブ」が採択

2001年 北九州イニシアティブ・ネットワーク発足

■活動内容 パイロットプロジェクト、テーマ別セミナー、ベストプラク

ティスの収集・分析など

■活動領域 大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理（３Ｒを含む）など

■事務局 地球環境戦略研究機関（IGES)北九州事務所

■事業 情報交換、パイロットプロジェクト、政策分析の支援

2005年開催の第５回「環境と開発に関する閣僚会議」で、

その成果が認められ、５年間延長が決定

国連ESCAP環境と開発に関する
閣僚会議(2000)

ごみ減量化32％達成
（タイ・ノンタブリ市）

燃焼効率改善プロジェクト
（モンゴル・ウランバール）

写真提供：ノンタブリ市 写真提供：ESCAP



環境国際協力事例



中国・大連市における環境の改善状況
大連市環境モデル地区開発調査

友好都市・大連市の環境基本計画策定を目的に、JICA調査団と北九州市調査団
の協力により開発調査を実施。

・期間 1996-2000年

・目標 2010年までに北九州市の環境水準を達成

・調査内容 大気汚染、水質汚濁、騒音、廃棄物処理、環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、都市計画等

・成果 大連市が「日中環境モデル都市」の一つに指定される

5件の円借款供与決定 (約85億円)

1994年 2000年



河川清掃

（400名参加）

北九州の
大学生に
よるメディ
ア・フォー
ラム

市民参加による環境協力事業（フィリピン・セブ市）

セブの現地
新聞に掲載



インドネシアにおける北九州方式コンポストの普及

地域住民に対してのコンポスト容器普及活動：婦人会などを通じて各家庭に普及させている。

容器は安価（約 900円）で販売、主婦達の関心も高い。

ごみの減量化の必要性や地球温暖化への貢献を含めた堆肥化技術移転テキストを現地語で作

成。ＮＧＯや市民団体に広く講習を行っている。

世界銀行によるタイ・インドネシア・日本を結んだテレビ会議においても、日本側からジェイ

ペックがこの技術について説明。（左図）またスラバヤでは市関係者を集めてごみの減量化に

向けたセミナーを開催し取り組みの拡大が決定された。

スラバヤ市での普及活動 婦人会での普及活動

・ローコスト・ローエネルギー･シンプルテクノロ
ジーによる堆肥化技術を開発

・堆肥化活動を通じて市民の環境意識が向上
・スラバヤ市の廃棄物発生量を10％削減

- 約23,000世帯まで普及（2008年6月末現在）
- 今後4年間で、20万世帯（全世帯の1/3）へ

・デンパサール・メダンなど他都市へ普及
・タイ･フィリピンなど、東南アジア全域へ拡大



Ｐ３

中国・昆明市における水環境改善に向けた支援

中国3大汚染湖の一つであるデン池の水質改善のため、円借款により下水処理
施設を整備しつつある中国雲南省昆明市に対し、JBICと連携し、維持管理の効
率化、下水道事業関係者の人材育成を主眼としたソフト面の支援を実施

①現地の状況に適合した下水道事業運営に関する提言

⇒ 合流式下水道の改善手法の提案、下水汚泥の有効活用事例の紹介、

市民参画の推進とＰＲ手法のアドバイス、など

②現地での「技術セミナー」「市民セミナー」の開催

⇒ 本市の有する知見、経験をショーケースとして提示

③人材育成のための本市研修プログラムの作成、研修実施

⇒ 職員の階層、業務内容に応じ３分類、計８コースを設定

水質汚濁が進むデン池 アオコが大量に発生 セミナーの様子



【事業の概要】

経済産業省と中国国家発展改革委員会の合意に基づき、19年度からエコタウン事業の経
験を活用した｢日中循環型都市協力事業（エコタウン協力事業）｣を開始

平成19年度は、青島市と共同で、実施可能性調査を行い青島市で実施されている廃家電
リサイクル事業について、現地調査を行い、リサイクルを高度化するための技術導入等の
可能性を検討すると共に、行政職員の人材育成、成果発表セミナーを実施

平成20年度は、新たに天津市とも日中循環型都市協力事業を開始

日中循環型都市協力事業（青島市、天津市）

｢第2回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」にお
いて、北九州市、青島市の両副市長が調印

（2007年9月27日、人民大会堂：北京）

来日中の胡錦濤国家主席と福田首相の同席のもと、北
九州市、天津市の両市長が調印

（2008年5月7日、首相官邸：東京）



経験に培われた環境技術を世界に
～環境問題からビジネスチャンスを生み出す～



【事業内容】

経済発展著しいアジア諸国、特に中国、韓国に対しては、北九州市は従来の協力事業に

加え、高い技術力を持つ地元民間企業による環境ビジネス参入支援を積極的に支援

協力事業やビジネス可能性調査等を通じて入手した海外の環境ビジネス情報を広く提供

してきたほか、ビジネスミッション派遣や展示商談会への出展を企画し、市内企業の環境

国際ビジネスを積極的に支援

【平成19年度事業実績】

中国・蘇州、無錫への環境ビジネスミッション派遣
（市内企業7社参加）

【ビジネス支援の具体例】

企業向けビジネスセミナー開催

海外へのビジネスミッション派遣

海外見本市等への共同出展

海外企業との環境ビジネスマッチング

企業の海外進出支援、現地政府機関との橋渡し

環境国際ビジネスの促進
～市内企業の環境ビジネス参入を支援～



北九州市に対する国際的評価

1985
(昭和60)

OECD(経済協力開発機構)の「環境の状況報告書」で表記

「緑のまち・北九州市」“Gray city to green city”(灰色のまちから緑のまちへ）

1990
（平成２） 国連環境計画から受賞 「グローバル５００」（日本自治体初）

1992
（平成４） リオ･サミットで受賞 「国連地方自治体表彰」（世界12都市）

2000
(平成12)

国連ESCAP環境大臣会議で採択

「クリーンな環境のための北九州イニシアティブ」

2001
(平成13) 北九州市長が中国政府から「国家友誼賞」を受賞

2002
(平成14)

ヨハネスブルグ・サミットで受賞

「地球サミット2002持続可能な開発表彰」(世界で２人)

ヨハネスブルグ・サミットの実施計画に明記

「クリーンな環境のための北九州イニシアティブ」



Creation of a city with true wealth and prosperity,
to be inherited by future generation

世界の環境首都を目指して

ご静聴有り難うございました
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