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北九州市アジア低炭素化センタ
Kitakyushu Asian Center for Low Carbon Society

Kitakyushu Asian Center for Low Carbon Society

アジア低炭素化センター

２０１０年６月 アジア低炭素化センター開設

Kitakyushu Asian Center for Low Carbon Society 

公害克服やものづくりの過程で生まれてきた環境技術や
これまでの国際協力で構築してきた都市間ネットワークの活用

北九州市 本 環境技術を集約

これまでの国際協力で構築してきた都市間ネットワ クの活用

北九州市、日本の環境技術を集約し、
環境ビジネスの手法で、アジアの低炭素化を推進 2



センターの目指すもの Aims of the Center 
ズ ず グ づ新興国のニーズ：単なる技術輸出にととまらず、グリーンな都市づくり

環境都市のトップランナ としての総合力（北九州市）

＋公害克服の経験

環境都市のトップランナーとしての総合力（北九州市）

先進的な社会システム
（北九州 タウ 等）

優れた環境技術＋
（北九州エコタウン等）

アジア諸都市や企業の多様なニーズに対応アジア諸都市や企業の多様な ズに対応
「エコシティ」や「スマートシティ」など

オーダメイド方式による

都市（街）輸出都市（街）輸出
アジア地域の

実証実験・人材育成
の拠点化

温室効果ガス削減

二国間クレジット化

拠点化

アジア地域の環境ビジネスの拠点
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技術輸出の重点分野

Priority fields in technological transfer

エネルギーマネージメント
市地域節電所を核に地域のエネルギーをマネジメント

水ビジネス下水の膜処理と海水淡水化を
組合せた水再生実証プラント

北九州の技術がプノンペン

配水管網の維持管理方法

y g

ウォタ プラザ

北九州の技術がプノンペンへ

環境配慮型のまちづく
りが進む八幡東田地区

北九州スマートコミュニティ

ウォタープラザ

（日明浄化センター）

下水からの造水量 1,000m3/日
海水からの造水量 400m3/日 無収水量率が改善

72％(1993年)→８％(2006年)

環境技術と社会

官民連携

リサイクル・廃棄物処理

廃棄物処理の最先端施設
シャフト式ガス化溶融炉

クリーナー・プロダクション及び汚染防止

クリーナープロダクション（ＣＰ）導入

・原材料、燃料使用評価及び改善
生産工程の改善

省エネ・省資源の実現

環境技術と社会
システムをパッ
ケージにして

移転

北九州エコタウン

経済効果（25事業）：

家電リサイクル

・生産工程の改善
・維持管理の徹底
・人材育成等

省 ネ 省資源 実現

環境負荷低減＋生産性の向上

終末処理対策経済効果（25事業）：
・直接投資額 約600億円
・雇用創出 約1300人
ＣＯ₂削減：年間約20万トン 自動車リサイクル

新門司工場
安全で、ごみの再資源化と熱
エネルギーの有効利用を実現

終末処理対策
（ＥＯＰ）

電気集塵機 排煙脱硫装置 排水処理装置

２１の国家戦略プロジェクトの一つ

アジア展開（パッケージ型インフラ海外展開）
市場規模１９．７兆円【２０２０年までの目標】

日本の新成長戦略
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各種プロジェクトの展開図
Diverse Project Development Map

ＦＳ調査及び事業化中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業
ロシア

② ⑬ 27

ＦＳ調査及び事業化
①～④㈱安川電機：省エネ事業

①ＪＥＴＲＯ(2008年度：大連市)/②経産省 (2010年度：北京市）/
③環境省 (2011年度：陝西省）/④第６回日中省エネルギー・環境総

合フォーラム協力プロジェクト(2012 年度：天津市)

⑤、⑥ＴＯＴＯ㈱：節水型住宅設備機器の普及事業

中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業
⑳㈱豊光社：タイにおける省エネ照明の普及事業

21㈱フジコー：大韓民国における光触媒抗菌タイルの普及事業
22小倉合成工業㈱：インドネシアにおけるヒマシ油精製事業
23㈱セパシグマ：韓国での半導体製造廃液リサイクル事業

24㈱リサイクルエナジー：マレーシアにおける廃プラスチック油化事業
㈱ビ ト ネ ジメ ト イ ドネシ における廃棄物中間処理事業

⑭

●
● ●

●

●

陝西省（西安市）

天津市

北京市
大連市

浦項市

①
②

③ ④

⑤
⑬

21

27 ⑤、⑥ ㈱ 節水 住 設備機器 普及事業
⑤環境省（2011年度：大連市）/⑥経産省 (2012年度：ホーチミン、ハ

ノイ）

⑦～⑨日本磁力選鉱㈱：電気電子機器廃棄物リサイクル事業
⑦経産省（2012年度：ムンバイ市）/⑧NEDO実証（2012年度：ムンバ

イ市）/⑨経産省（2012年度:ハノイ市、ホーチミン市、ハイフォン市）
⑩ 立製作所㈱等 ダ ジ 開発 支援

25㈱ビートルマネージメント：インドネシアにおける廃棄物中間処理事業

●23⑪⑫

中 国

インド●
ダヘジ

陝西省（西安市）

⑩

⑩日立製作所㈱等：ダヘジ・エコシティ開発の支援
・経産省（2010年度～：インド・ダヘジ地区）

⑪㈱エコマテリアル：廃プラスチックのリサイクル事業
・環境省 (2011年6月～：天津市)

⑫九州メタル産業㈱：廃自動車リサイクル事業
・経産省(2012年12月 ～：天津市)

ベトナム
タイ

●
ハイフォン

●ムンバイ

パト ムタ 県

⑦

⑳

・経産省(2012年12月 ～：天津市)

⑬北九州大連市の連携による循環型都市協力推進事業
・経産省（2009年度～2011年度:大連市）

⑭㈱松本光春商店：古紙リサイクルシステム構築事業
・経産省（2012年10月～：大連市）

⑮日本総研㈱等：マレーシアの環境配慮型都市づくり

●
ハノイ

31

⑧
⑨ 32

カンボジア フィリピン

●

●

●

●

●

パトゥムタニ県

ケップ
カンポット

シェムリアップ市
セン･モノロム市

⑥

⑳
28 29

30

⑮ 本総研㈱等 シア 環境配慮型都市 くり
・ＮＥＤＯ（2011年度：プトラジャヤ市、サイバージャヤ市）

⑯日本総研㈱等：BEMSアグリゲーション事業
・経産省（2012年12月～：プトラジャヤ市）

⑰㈱新菱：マレーシア等における電子産業生産プロセス
のトータルリサイクル事業

カンボジアにおける上水道整備事業
28 シェムリアップ市浄水場基本設計補完業務

29 セン・モノロム市上水道整備

●ホーチミン

マレーシア
●
●
●
サイバージャヤ
プトラジャヤ⑮

⑰ ・環境省(2012年５月 ～：マレーシア全土)

⑱東レグループ：インドネシアＢＯＰプロジェクト
・JICA （2011年11月～:スンバワ県等）

⑲新日鐵エンジニアリング㈱等：インドネシア工業団地の
コジェネ＆省エネ事業

・経産省（2012年３月～:スラバヤ市）

コンサルティング業務
30 カンポット市／ケップ市の水道事業計画に

係る基礎調査

ベトナムにおける上下水道整備事業
31 ハイフォン市のブロック配水システム調査

32 高度浄水処理技術導入（JICA草の根事業）

●
24
マサイ⑯

インドネシア

●●
スラバヤ

スンバワ県ブサル

⑱

⑲

・経産省（2012年３月～:スラバヤ市）
26西原商事：リサイクル型中間廃棄物処理施設パイロット事業

・外務省（2012年12月～：スラバヤ市）
27 新日鐵化学㈱：硝酸性窒素除去技術のライセンス供与
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32 高度浄水処理技術導入（JICA草の根事業）

スラバヤ市における下水道整備事業
33 下水道整備計画等策定業務

34分散型排水処理施設整備事業（JICA草の
根事業） 22

25 26
33 34

スラバヤ市における環境国際協力の展開
International Environmental Cooperation in Surabaya

北九州市の協力により、スラバヤ市

インドネシア第二の都市スラバヤ市の環境改善（2004年開始）

で発生する生活ごみの半分以上を
占め生ゴミのコンポスト化を積極的
に推進し、２万世帯以上に普及に推進し、２万世帯以上に普及

廃棄物発生量の30％以上の削減を達成
ＪＰＥＣの高倉さんによるコンポスト技術の講習
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スラバヤ市との協力関係の構築

Partnership between Surabaya and Kitakyushu

戦略的環境パートナーシップ
共同声明に署名

2011年３月

環境姉妹都市
（ ）を締結（Green Sister City）を締結

2012年11月
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年 月

グリーンシティの輸出（スラバヤ市の事例）

Exporting Green Cities (A Case Study from Surabaya)
廃棄物処理 排水処理（河川の浄化）廃棄物処理

スラバヤ市から廃棄物処理計画策定の支援要請。
また、㈱西原商事が廃棄物からの資源物回収と
ウェストピッカーの生活改善に関する事業を展開。
(ＪＩＣＡ・ＯＤＡを活用した海外展開支援事業)

排水処理（河川の浄化）
グンディ地区を中心とするカリマス川支流の排水
管理に関するマスタープランを策定し、モデルコ
ミュニティーにおいて、住民管理による分散型の
簡易排水処理を普及拡大さ
せるとともに、中規模処理
施設を建設・管理運営する
事業を実施中。(ＪＩＣＡ
草の根技術協力事業）

CO2削減の定量化
手法の調査

コジェネレーション（蒸気＋電気供給）＆省エネ事業
スラバヤ工業団地：ＳＩＥＲ

八幡東田スマートコミュニティ事業の技術・ノウハウの輸出

手法の調査
スラバヤ市で行う事業に
ついて、削減可能なCO2
量の定量化手法を検討す

る。（IGES）

太陽光発電・小型脱塩浄水装置による

飲用水供給事業
水道水の浄化

経済産業省「インフラ・システム輸出促進調査事業」

飲用水供給事業
電気･水道等インフラ未整備地域で、東レ㈱及び
水道機工㈱が太陽電池と脱塩機能を有する浄水装
置（ＲＯ膜）を用い、清浄な飲用水を安価に供給
する。スラバヤ市に飲用

水道水 浄化
井戸水の浄化システムで実績のある㈱いしかわエン
ジニアリングが水道水（飲料不可）を浄化できる給
水機をコミュニティ
に設置し、安心・安
全な水を提供する事 する。スラバヤ市に飲用

水供給装置の製作及メンテナ
ンス拠点を構築する。
(ＪＩＣＡ･ＢＯＰ事業)

全な水を提供する事
業を検討中(ＪＩＣＡ
・ＢＯＰ事業予定)
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インドネシア・スラバヤ工業団地コジェネ＆省エネ事業
Project for Cogeneration and Energy Conservation 

at Surabaya Industrial Estate, Indonesiay ,
新日鉄住金エンジニアリング㈱、富士電機株㈱、㈱ＮＴＴデータ経営研究所

経済産業省「インフラ・システム輸出促進調査事業（グローバル市場における
スマートコミュニティ等の事業可能性調査）」（2012年３月～２０１３年２月）スマ トコミュニティ等の事業可能性調査）」（2012年３月～２０１３年２月）

■環境・エネルギーの高度化に関するマスタープランづくり（スラバヤ工業団地：ＳＩＥＲ）
■これに基づく八幡東田スマートコミュニティ事業の技術・ノウハウの輸出

■次のエネルギー供給・省エネサービス等を行う現地運営会社の設立可能性等
・品質が高く高効率な電力及び熱を供給する熱電併給事業（コ・ジェネレーション事業）
・工業団地内の各工場へ、熱電併給システムと省エネシステムを組み合わせたエネル

ギーマネジメントサービスの提供
・工業団地を核として排水や廃棄物の高度処理サービスの展開 （国営工業団地SIER）

※スラバヤ工業団地
インドネシア政府50％、東ジャワ州
25％、スラバヤ市25％の出資による
運営会社㈱SIERが設置する約300ｈａ

業団地 約 社が立地

北九州市
（(財)北九州国際技術協力協会他）

スラバヤ市
（ＳＩＥＲ運営会社他）

戦略的環境パートナーシップ構築スラバヤ市との調整 現地電力
会社

（バックアップ）
電力

（国営工業団地SIER）

の工業団地で、約300社が立地

現
地
天

ガ
ス
会

現地運営会社

●コジェネプラント等の設計・施工
●コジェネプラント等の運営維持管理
運営維持管 ため 料調達

都市設計支援
人材育成支援 等

ガス

会社

（電力）

蒸気

電力
電力

工業団地

（北九州スマートコミュニティ創造事業）

天
然

会
社

●運営維持管理のための原料調達、
熱電供給サービス提供
●省エネサービス 等

蒸気

省エネサービス

（ＳＩＥＲ等）

北九州スマートコミュニティ創造事業の海外輸出第１号を目指す。スラバヤ市において成功モデルを
つくり、同様の課題（電力の供給不足、低品質な電力）を抱えるアジア地域への普及拡大を図る。
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スラバヤ市におけるリサイクル型廃棄物中間処理施設パイロット事業
Pilot Project for Establishing Recycling-Oriented Intermediate Waste 

Processing Facilities in Surabayag y
㈱西原商事

外務省「政府開発援助海外経済協力事業委託費による途上国政府への普及事業」（2012年12月～）

市中で回収された 般ごみを集め リサイクル需要
約１，２００ｔ/日を基準にすると・・・

市中で回収された一般ごみを集め、リサイクル需要
に応じて分類と加工を行い、販売するという一連の
「有価物・有機物の問屋機能を有するリサイクル型廃
棄物中間処理施設」を現地化して、「Supeｒ Depo」とし

て展開することを事業モデルとする

項目 ％ １日 月間

オーガニック 77.2 923.4ｔ 28,163ｔ

プラスチック 13 156ｔ 4 742ｔて展開することを事業モデルとする。
劣悪な労働環境で廃棄物からプラスチックや金属等
の有価物を回収して生計を立てているウェストピッ
カーと協働で廃棄物の中間処理を行い、有価物やコ

ンポストを販売する事業を検討する

プラスチック 13 156ｔ 4,742ｔ

紙くず 4 48ｔ 1,459ｔ

金属 0.3 3.6ｔ 109ｔ

その他 5 5 66ｔ 2 006ｔンポストを販売する事業を検討する。

計量器

その他 5.5 66ｔ 2,006ｔ

コンポストセンター（第2ステップ）SUPERDEPO（第1ステップ）

計量室

WC

WC

製品置場

第1搬入場

第2搬入場

コンポストセンター（日量100ｔ）設置

軟質プラ

有機物

コンポスト

コンテナ

6ｍ
コ
ン
ベ
ア

26
ｍ
コ
ン
ベ
ア

圧縮機

圧縮機

細分別

エリア

硬質プラ

段ボール 古紙 金属 びん 異物
ガラス

13ｍコンベア
磁

選

機

生産されたコンポストを使用し、試験
的に作物を生産（トラワス村：400㎡）

選別されたオーガニックに含まれる異物を最大で10％の幅を
持って今後の事業計画を検討。それでも、最終処分される埋立

て量は約85％削減できる。
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スラバヤ市における下水道整備事業
Sewage Improvement Projects in Surabaya

オリジナル設計㈱ 北九州市上下水道局オリジナル設計㈱、北九州市上下水道局
国土交通省「インドネシア都市圏における下水道整備計画等策定業務」（2012年12月 ～)

下水道整備計画等策定業務 JICA草の根技術協力事業下水道整備計画等策定業務
人口約300万人を有するインドネシア第２の都市であるスラバヤ市
○スラバヤ市の実績に適合した効率的な下水道整備手法
○下水道事業を適切に運営するために必要な事項
○下水道事業を円滑に進めるための市民啓発の方法

根技
分散型排水処理施設整備事業 34

ＪＩＣＡ草の根技術協力事業（2011～2013年度）を活
用し、分散型排水処理施設整備事業として、
ジャンバンガン地区の小規模浄化施設

○日本企業の参画や技術の活用 など
・ジャンバンガン地区の小規模浄化施設
・テンギリス地区の河川浄化施設

・パビアン地区の魚市場排水処理施設
のマスタープランを作成中である。

スラバヤ市の課題
①下水道が未整備で、生活排水は腐敗槽（セプティクタン

下水道整備計画（2030年）

①下水道が未整備で、生活排水は腐敗槽（セプティクタン
ク）からの簡易処理放流または未処理のまま直接放流。
②河川や水路にゴミなど廃棄物が不法投棄されている。

③工場排水の流入が影響している。

④市域は全体に平坦地であるため、通常一般水路ではほ

Biotop
e

④市域は全体に平坦地であるため、通常 般水路ではほ
とんど流下せず滞留による汚濁化が生じやすい。

⑤河川の勾配が小さく流速が得られにくいため、底泥堆
積が生じやすい。

PUMP

PUMP

ジャンバンガン地区の小規模浄化施設
12

インドネシア BOPプロジェクト Indonesia BoP Project

東レグル プ(水道機工㈱ 東レ㈱）東レグループ(水道機工㈱、東レ㈱）
JICA 「BOPビジネス連携促進協力準備調査」（2011年11月～）

東ジャワ州島嶼部の電気･水道等インフラ未整備
地域において、太陽電池とハイブリッド化した脱塩
機能を有する浄水装置を用い、清浄な飲用水を安
価に供給するシステム導入に関する調査を実施し

 

価に供給するシステム導入に関する調査を実施し、
現地の生活環境改善を図る。

スンバワ島内病院での PVRO 設置 太陽光発電・小型脱塩浄水装置（PVRO） 

アジア低炭素化センターでは、ビジ

ネスモデル構築の鍵となるコミュニティ

開発や事業拠点開発のためのスラバ

 
ローカルパートナー 

スラバヤ市 

提案法人 

財団法人北

九州国際技

術協力協会

東 レ 

株式会社 

北九州市 

 

水道機工 

株式会社 

（代表法人）

協 定

開発や事業拠点開発のためのスラ

ヤ政府との調整を担当。

新興国での展開において、現地文化
連 携

スンバワ 

ベサール県 

術協力協会（代表法人）

等を守りながら、現地ニーズに基づき

適正技術の開発や低価格なビジネス

モデルの構築が重要になる観点から、

本 査を実 す 新 な官 連

補強員 

NTT データ 

経営研究所 

東レインター

ナショナル 

有限会社 

とーく 

東レ現地法人 

トウゴマ農園 
日系企業 

指 導 

本調査を実行することで新たな官民連

携モデル構築を目指す。
現地ＮＧＯ 
PUSDAKOTA 九州工業大学

白井研究室 
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※BOP(Base of the Pyramid)
年間所得3,000ドル以下の所得層を指し、
世界人口の約72％、新しい市場として、発
展途上国のBOP層が世界的に注目される。



分野別マスタープランの課題
Issue of Sectoral Master Plan

スラバヤ市では、日本政府及びＪＩＣＡやオーストラリアの国際協力機関により、地域開
発、鉄道建設、下水道などの様々な分野別マスタープランが策定されている。

１ いずれの分野別マスタープランも、東ジャワ州政府を窓口、スラバヤ市を実施サイ
トに作成されたもので、スラバヤ市政府の主体的な関与は薄い。

⇒そのため、例えば、オーストラリア国際開発庁が作成したWastewater Master Plan について、下記の理由
バ が 考により、スラバヤ市としては実現可能性が低いと考えている。

・提案している下水処理方式では、広大な土地を必要とするため用地確保が困難
・渋滞した市街地や道路における下水道管の布設方法などに対し、具体的な提案がない。

２ スラバヤ市（市長、都市計画局、美化局等）のプライオリティの一番高いのが廃棄
物管理マスタープラン作成である。

⇒2013年度以降 JICAの技術協力プロジェクトでスラバヤ市の廃棄物管理マスタ プランを作成予定で⇒2013年度以降、JICAの技術協力プロジェクトでスラバヤ市の廃棄物管理マスタープランを作成予定で
あったが、廃棄物分野の取組みが進んでいるということで、スラバヤ市は外され、バリックパパン、パレン

バンを対象とすることとなった。

３ スラバヤ市が目指すのは、これらマスタープランを分野横断的に連携することで実
現できるインドネシア随一の「グリーンシティ」である。

⇒「グリーンシティ」の実現に向けて主体的なアクションを起こすだけの人材が不足しており、スラバヤ市政
府職員のキャパシティ・ ビルディングが必要である。

3

個別プロジェクトの課題
Issue of Individual Projectj

スラバヤ市では、北九州市の協力により、工業団地のスマート化を中心に、廃棄物処
理や排水処理、水道水や井戸水の浄化など、様々なプロジェクトが展開されている。

１ 様々な分野のプロジェクトが展開されているが、グリーンシティのコンセプトのもと
に分野横断的な連携が不十分である。

⇒スラバヤ市のニーズに応じて、個別プロジェクトを実施しているが、各分野を統合した上位のまちづくり計画
がなく、各プロジェクトの有機的な連携が図れていない。

２ 各プロジェクトがステップごとの事業成果を踏まえて、次のステップの事業計画を考
えるなど、長期的な視点からアプローチされていない。

⇒廃棄物管理はスラバヤ市の最重要課題であり、リサイクル型廃棄物中間処理施設パイロット事業などを
実施しているが、未だ廃棄物管理マスタープランの作成が行われていない。

３ 各プロジェクトの実施にあたっては、関係者（ステークホルダー）との協議が重要で
あるが、実施企業側がよく理解できていない。

⇒飲料用実証機器の設置にあたって、維持管理を地元コミュニティに依頼する際に、地元住民の十分な理
解を得る重要性に気づいていない。

4



２都市間連携による社会基盤づくりの支援
Support of Social Platform Formation by Intercity Cooperation

ソーシャル・マスタープランの策定

政府機関等

（まちづくりの統一コンセプトの構築、既存プランの見直し・不足分野のプラン策定）

まちづくりの統一コンセプトの構築
スラバヤ市の目指すビジョン：グリーンシティの実現

Ａマスタープラン

資金支援

Ｂマスタープラン

Ｃマスタープラン

ステ クホルダ の参画

北

九

ス

ラ

成長の源泉である基盤力強化のためのキャパビル等

行政力 市民・企業を育てる制度等の設計・実行

ステークホルダーの参画

自立化・
自律化へ

九

州

ラ

バ

ヤ

市民力

技術力

仕組みや技術を使いこなす市民の育成

地元ニーズを踏まえた適正技術の移転

市 市成功確率を高めるための施策の検討

ステークホルダーの参画

施策

Ａプロジェクト Ｂプロジェクト

Ｃプロジェクト

パイロットプロジェクトの企画・実行支援

相互交流・相互移転（学びあい・高め合い／つながりの深化／連携の広がり） 7

グリーンシティのショールーム化 Showroom of the Green City

環境姉妹都市の活動により

１ グリーン＆ローカーボンシティのモデル構築

環境姉妹都市の活動により
スラバヤ市におけるグリーンシティのショールーム化を目指す

グリ シティ デ 構築
既存の「Ｓurabaya Vision Plan 2005‐2025」（都市開発計画）や各分野別マスタープランを

活かしつつ、グリーンとローカーボンの視点から総合まちづくり計画を作成し、インドネシ
アにおけるグリーン＆ローカーボンシティのモデルを構築する。このモデルをインドネシア
の各都市に普及させることで、２０２０年に２６％のCO₂削減するというインドネシアの目標
達成にも貢献する。

２ 計画から実行までの包括的支援
これまでの開発調査ではマスタープラン策定で終わり、その実行は各都市の自主性に
任されていたが、本事業はまちづくりの統一コンセプトの構築からパイロットプロジェクト

バの企画・実行支援、そのための人材育成まで包括的に実施することで、スラバヤ市のや
る気を引き出し、マスタープランをより実現性の高いものとする。

３ 官民連携（PPP）による行政コストの削減
各プロジェクトの実行にあたっては、これまでのように行政が全て経費負担するのでは
なく、官民連携（PPP）により民間企業の参入を促進することで、より少ない行政コストで
目的の達成が可能となる。そのためには、民間企業の参入障壁となっている制度・規制
の改革を併せて推進する。



ＷＩＮ－ＷＩＮの関係の構築

Building Win-Win Relationshipsg p

北九州市
市内企業を中心に

アジア諸都市
ＣＯ₂削減と同時に 市内企業を中心に、

海外での環境ビジネス展
開により地域の活性化

ＣＯ₂削減と同時に、
汚染の緩和や生活の

質の向上

環境国際協力に加え、環境国際ビジネスの展開にあたっても、現地の人々に喜ばれ、
尊敬されるような、他国とは異なる日本独自のやり方を推し進めることを目指したい
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