
環境国際協力による貢献について

令和３年２月

北九州市 環境局
環境国際部 環境国際戦略課
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第３回「北九州市地球温暖化対策実行計画の改定検討部会」
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本日ご審議頂きたい事項

環境国際協力、ビジネスによる貢献

１ 取組方針・推進体制

２ これまでの取組

３ 今後の取組

４ 取組内容

５ 目標と進捗管理

資料４ 



1 取組方針・取組の方向性

3
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1-1北九州市地球温暖化対策実行計画の構成（案）

１ 計画の基本的事項

２ 基本的な考え方

４ 温室効果ガスの削減目標

５ 2050年に目指す脱炭素社会

６ 部門別の緩和策（2030年度に向けて）

９ 適応策 （気候変動影響への対応）

３ 本市の現状と将来推計

10 計画の進行管理（PDCA手法など）

７ 市役所率先実行

８ 国内外への貢献

11 参考資料（市民アンケートなど）

（背景・目的、温暖化の現状、計画の位置づけ など）

（基本理念・方向性 など）

・社会的条件（人口、産業 など）
・エネルギー、CO2排出状況（主要部門）
・将来推計（推計方法、推計結果 など）

・目標の設定方法と考え方
・2030年度、2050年

・目指すべき社会の姿

・目指すべき社会（イメージ）の共有

・2030年度までの取組み方針
・部門ごとの取組み（指標、取組み内容）

・市役所業務に係る取組（目標 など）

・市内企業の製品等による貢献
・環境国際協力・ビジネスによる貢献

・気候変動影響に関する情報

・分野別の取組み（取組内容）

本日ご議論頂きたい主な部分

・取組み方針

・（仮称）グリーン成長戦略 骨子
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上位計画である環境基本計画に掲げる基本理念と柱を、考え方の
基盤とする。

（１） 計画（改訂版）の基本的な考え方の基盤

脱炭素化を軸に、都市や企業の価値・競争力を高め、快適で災害
にも強く、誰もが暮らしやすい社会をつくる。

（２） 「環境と経済の好循環」の実現

（３） 世界への貢献

近代産業発祥の地から、『環境と経済の好循環』を実現する新たな
「北九州モデル」を広く展開し、世界の脱炭素化に貢献する。

「アジア低炭素化センター」（２０１０年設立）を中心とし、アジア諸都
市との環境国際協力ネットワークをベースに、廃棄物処理などアジ
ア諸国の喫緊の課題解決や廃プラスチック対策、気候変動対策な
どの世界的な課題の解決と豊かな社会発展に貢献する。

【アジア低炭素化センター】
開設：2010年6月
北九州市をはじめとした、日本の環境技術を集約し、
環境ビジネスの手法で、地域の活性化と
アジアの低炭素化を推進する中核的組織として開設。

■(公財) 北九州国際技術協力協会
(KITA）

産業技術及び環境保全技術を必要とする
国々への技術移転を進めるため、国際研修
や専門家派遣等を実施。

■(公財)地球環境戦略研究機関
（IGES)北九州アーバンセンター

廃棄物管理や脱炭素化などの都市課題の
解決に向けた調査・研究を行うとともに、北
九州市の都市間ネットワークづくり等を支援。
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1-2 推進体制

■北九州市環境局
（環境国際戦略課）
技術輸出の総合的支援

研修・人材育成 調査・研究



２ これまでの取組
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2-2 これまでの取組

東南アジアにおける「北九州方式生ごみ堆肥化事業」の域内拡大を目的として、

コンポストの普及に取り組んだ。

①ベトナム・ハイフォン市②ミャンマー・マンダレー市③インドネシア・スラバヤ市

※参考：堆肥化事業によるCO2削減量は0.55t-CO2/世帯

北九州方式生ごみ堆肥化事業の推進

JICA九州の支援のもと、 （公財）北九州国際技術協力協会(KITA）が中心となり、市内企業の技術等

を活用した外国人材向け研修を実施。アジア地域の環境改善と低炭素社会づくりに貢献するための研

修員受入を行った。

※研修員受入れ人数（～２０１９年度のべ人数）：９,７５４名

アジアの環境人材育成事業

経済協力開発機構（OECD）が進めるグリーンシティ・プログラムのアジア展開と連携し、アジア地域にお

けるグリーン成長政策の普及を推進した。また中国では、大気汚染の改善と地球温暖化対策技術の導

入に向けた専門家派遣や研修受け入れ等の環境国際協力を進めるとともに、共同研究を実施すること

で、大気環境改善とＣＯ２削減に貢献した。

※専門家派遣１０７回（４２１人） 訪日研修３７回（２２２人）（２０１４～２０１８年度）など

グリーン成長戦略の普及・日中大気汚染・省エネ対策共同事業
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2-2 これまでの取組

市内企業等に対して、ワンストップで総合的な支援（国等への資金支援制度や市の助成金制度の紹介、

相手国政府・関係機関との調整、その他様々なアドバイス等）を行い、アジア諸都市のニーズに即した技

術輸出の拡大を図った。

また、ビジネスの手法による課題解決策を積極的に進め、アジア地域の低炭素化の実現に寄与した。

※市内企業等支援実績（2020年3月末）：２１１件 １６カ国（８０都市・地域）

アジア低炭素化センター推進事業

中国では、東アジア経済交流推進機構を通じた交流実績のある都市（大連市、青島市、天津市）から

の要請により、日中政府間での合意に基づいたエコタウン協力事業（計画策定支援や人材育成）を行い、

各都市のエコタウン建設と温室効果ガスの削減に貢献した。また、天津市、大連市では日中大気汚染改

善事業に発展した。

また、タイではタイ工業団地公社等と「ラヨン県のマプタ

プット工業団地及びIRPC工業団地におけるエコ・インダ

ストリアルタウン」の推進に向けた協力覚書に基づき、

低炭素型・工業団地廃棄物トータルリサイクル事業をはじめとした各種事業に取り組んでいる。

※参考：2016年度北九州エコタウン事業による温室効果ガスの削減量・・・43.3万トン

循環型都市協力事業での「エコタウン」協力

天津市とのエコタウン協力
覚書交換（首相官邸にて） 大連市の大気汚染の様子（1994年ごろ）

3 今後の取組
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3-1 方向性

環境と経済の好循環を生み出す新たな「北九州モデル」を活かし、
アジア諸都市のグリーン成長に貢献する

気候変動に適応する強靭なまち

イノベーションの推進

ライフスタイルの変革

エネルギー脱炭素化

２０５０年
北九州市が目指す
脱炭素社会

「北九州モデル」

高い市民環境力を基礎に
AI・デジタル化等の社会変革を
踏まえた、快適で質の高い、
脱炭素型ライフスタイルに転換

電力、熱、運輸などあらゆる分野で、
これまで以上の省エネ、電化を進め、
再エネやCO2フリー水素を最大活用
することで、化石燃料から脱却し
エネルギー全般を脱炭素化

気候変動の影響に対応するため、
域内全体での蓄電システムを構築し、
災害時の再エネによる電源確保など
脱炭素で、強靭なまちづくりを推進

近代産業発祥の地から「北九州モデル」を構築・展開し、脱炭素社会の実現に地球規模で貢献

産学官の連携で、脱炭素化に必要な
研究開発を加速させ、イノベーションの
早期実現を図ることで、生産活動や
サービスなど、産業・経済社会

を脱炭素化

（環境と経済の好循環）

部
門
別
計
画
と
し
て「
骨
子
」
を
掲
載

家庭部門
業務部門 適応

国際貢献

産業
部門

全部門

アジア地域全体に本市の「ゼロカーボンシティ」に向けたノウハウを輸出すること

で、2013年度の市内の温室効果ガス排出量の150％以上の削減を目指す

国内同様、中間地点として今後10年が極めて重要な期間と認識し

点から面への支援に移行することで、2013年度比で75％の削減
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3-2 削減目標（案）

2050年（目指すべき姿：ゴール）

令和2年10月29日に本市が「ゼロカーボンシティ」を表明したことを踏まえ、本市の
ような産業都市における脱炭素化を新たな北九州モデルとし、アジア地域への貢献
を進めることを目指し、以下のとおり設定する。

2030年度（達成目標：ターゲット）

◆本市の現行計画の基準年(2005年度)比では８７％の削減となる

◆国マニュアル等に基づき、国の基準年と同じ2013年度比で設定（温対計画同様）
◆本市の現行計画の基準年（2005年度）比では１７４％の削減となる。
※参考：本市の温室効果ガス排出量 ２００５年度・・・１，７３５万ｔ ２０１３年度・・・２，０１７万ｔ



13

環境と経済の好循環を生み出す新たな「北九州モデル」を活かし、
アジア諸都市のグリーン成長に貢献する

3-3 国際貢献スキームと推進体制

アジア低炭素化センター
北九州市、ＩＧＥＳ、ＫＩＴＡ
がそれぞれの強みを生かし、スピーディ

かつ密に連携して事業を実施。

気候変動に適応する強靭なまち

ライフスタイルの変革

②戦略にもとづく
案件発掘+ビジネス化

④環境人材育成と
ネットワーク構築

③戦略的環境国際協力

新たな北九州モデル

北九州市

に基づく都市づくり

都市マスタープラン
策定支援

国際貢献スキーム

エネルギーの脱炭素化

イノベーションの推進
Ｂ市

Ｃ市

Ａ市

の策定支援による
都市まるごと・工業団地単位の脱炭素化

戦略的環境国際協力

環境人材育成とネットワーク構築

3-4 ２０５０年の国際貢献のイメージ

① 風力発電推進拠点都市

③ 水素製造・供給拠点都市

② 蓄電システム先進都市

アジア低炭素化センター

戦略にもとづく個別案件発掘
+ビジネス化

ホラシス会議などを契機とした
ネットワーク形成

海外投資家などからの投資

市内外企業によるプロジェクト参画
連携都市への進出を目的とした

環境関連の企業集積

洋上風力発電

廃棄物発電
蓄電池・PVリサイクル

北九州市のゼロカーボンシティに向けたノウハウ蓄積

パートナーシップによる
アジア地域全体の
ゼロカーボンシティ化に向けた貢献

・（仮称）グリーン工業団地・エコタウン

・（仮称）ゼロカーボン連携都市

③ エコタウン・資源循環都市



４ 取組内容
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４－１
都市まるごと・工業団地単位の脱炭素化

都市間連携に基づき、姉妹都市等の都市マスタープランやグリーン工業団地（エコ

タウン）計画の策定支援を行うことで、アジア諸都市の脱炭素化に向けた都市づくり

に貢献する。

都市マスタープランや、グリーン工業団地計画を策定する際に、CO2排出量削減の目標設
定や脱炭素化に向けた技術提案などを行うことで、都市内の点ではなく「面」での脱炭素化
に貢献する。

また、マスタープラン等に基づいたパイロットプロジェクトや事業の実施を通して、具体的な
ＣＯ２削減に貢献するとともに、市内企業の海外展開につなげていく。

【取組み例】

ベトナムのエコインダストリアルパーク（２０２０年～）

ミャンマー・ヤンゴン郊外のエコグリーンスマートシティ（２０１９年～）

カンボジア・プノンペン都気候変動計画（２０１８年～）

ベトナム・ハイフォン市グリーン成長推進計画（２０１５年～）

本市が目指すところ

気候変動に適応する強靭なまち
ライフスタイルの変革
イノベーションの推進

エネルギーの脱炭素化
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公害克服の経験をもとに、環境と経済の好循環を生み出す新たな「北九州

モデル」を活かし、アジア諸都市のニーズに合わせた持続可能な都市づくり
に向けたマスタープランを提案する。

北九州モデルを活かした廃棄物、エネルギーなど各分野にわたる都市づくり総合計画の策

定を支援する。脱炭素化の考え方やノウハウを盛り込み、分野ごとの具体的な目標設定を行

うことで、再生可能エネルギーの導入などに向けたパイロットプロジェクトの提案・実施につな

げていく。

またマスタープラン策定段階から参画することにより、市内企業に有利なビジネス環境の創

出を目指す。

【取組み例】

カンボジア・プノンペン都気候変動計画（２０１８年～）

ベトナム・ハイフォン市グリーン成長推進計画（２０１５年～）

ミャンマー・ヤンゴン郊外のエコグリーンスマートシティ（２０１９年～）

本市が目指すところ

①都市マスタープラン策定支援 気候変動に適応する強靭なまち
ライフスタイルの変革

エネルギーの脱炭素化

姉妹都市締結（ハイフォン市）

ｴｺｸﾞﾘｰﾝｽﾏｰﾄｼﾃｨ 高性能廃水処理ｼｽﾃﾑ

工業団地の環境配慮型取組みを支援

アジア地域の新規・既存工業団地における環境配慮型計画等の策定支援、再生

可能エネルギーの導入、環境省JCM事業の活用やエコタウン協力等を実施するこ

とで、脱炭素化に向けた工業団地づくりに貢献する。

また成功事例をモデルケースとし、アジア地域全体での横展開を図る。

イノベーションの推進
②工業団地のグリーン化への協力とその横展開

エネルギーの脱炭素化

ベトナム版エコタウン「エコインダストリアルパーク（EIP）」事業を姉妹都市ハイフォン市内に
立地する工業団地向けに支援することで、ＣＯ２削減に貢献する。

本市によるエコタウンノウハウがそのままEIPのガイドラインに反映されれば、市内企業による
海外展開を有利な条件で推進することが期待できる。

【取組み例】

電炉工場の設備更新に合わせた大型集塵機、高圧イン

バーター及び高効率生産システム導入による省エネ化

現地でニーズのある排水処理対策、大気汚染対策及び

廃棄物リサイクル対策分野での専門家派遣

太陽光発電、風力発電等の再生エネルギー導入による

次世代エネルギーの拠点化 18

事例紹介



風力発電風力発電

バイオマス発電バイオマス発電 太陽光発電太陽光発電

再生可能エネルギー発電エリア

大規模蓄電設備大規模蓄電設備

製造業エリア

団地内EVの
蓄電地利用
団地内EVの
蓄電地利用

植物工場植物工場 製造業工場製造業工場

CO2・排熱供給

資源循環
リサイクル工場リサイクル工場 PV・蓄電池リサイクル工場PV・蓄電池リサイクル工場

団地内でリサイクル・製造
メンテナンス性も向上

蓄エネルギーエリア

再エネ電力の供給
エコタウンエリア

水素製造・貯蔵水素製造・貯蔵

燃料電池燃料電池

水素供給
（熱需要）

余剰電力

例：グリーン工業団地
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4-2 グリーン成長戦略に基づく案件発掘とビジネス化
（アジア低炭素化センター推進事業）

廃棄物処理などアジア諸国の喫緊の課題解決や廃プラスチック対策、気候変動対策など
の世界的な課題の改善と豊かな社会発展への貢献を目指す。

本市では、「北九州モデル」を活用した都市環境インフラビジネス推進や助成金などによる
個別の支援により、市内企業の技術開発や海外展開を促進していく。また企業製品の使用
やプロジェクト実施によるＣＯ２削減効果を定量化、数値化することで、企業等の脱炭素化へ
の取組を促進する。

【取組み例】

「北九州モデル」を活用した都市環境インフラビジネス推進事業

海外水ビジネスの展開と脱炭素化の推進

サステナブル環境ビジネス展開支援事業

北九州市低炭素新メカニズム構築事業（Ｋ－ＭＲＶ） など

本市が目指すところ

「アジア低炭素化センター」が中心となり、アジア諸都市との環境国際協力ネット
ワークをベースに市内企業の脱炭素技術や新たなビジネスモデルなど先進的な取
組の海外展開を支援し、都市インフラを海外に移転する。

気候変動に適応する強靭なまち
イノベーションの推進

エネルギーの脱炭素化

プノンペン都での水道事業



資源循環により、経済成長と環境負荷低減とを同時に達成する「サーキュラーエコノミー」
の考え方に立ち、現地ニーズに即した事業支援を行い、「SDGｓ推進」を目指す。

脱炭素化や気候変動対策など、世界的な環境課題を解決する技術の海外展開を支援
することで、市内企業の該当分野における技術開発の活性化を図る。

産・学・官連携での先進的な研究により開発した商品をはじめ、市内企業の海外における
FS調査や実証事業を支援することで、新たな環境国際ビジネスを発掘する。

【取組み例】

• 石けん系泡消火剤による森林火災対策
• 産業廃棄物のセメント代替原料・燃料化事業 21

①サステナブル環境ビジネス展開支援事業

本市が目指すところ

脱炭素化・省エネ技術だけでなく、国際的な課題である「SDGs推進」「サーキュ
ラーエコノミー推進」に資する技術や貢献する製品を保有する市内中小企業等を積
極的に支援する。

事業内容 気候変動に適応する強靭なまち イノベーションの推進

一般廃棄物の効率的で適正な処理及びカーボンニュートラルを目指し廃棄物発電を導
入する際の電力買取制度（FIT）などの法整備や処理方式、導入設備仕様の検討などの
支援

廃棄物焼却施設の効率的な運用のためのごみ分別回収や収集運搬、運営に携わる人
材育成など全体的システムの整備

COVID-19などによる医療系廃棄物の急増に対応した小型焼却炉による感染性廃棄物
の適正処理を提案

【取組み例】

・ダバオ市の廃棄物発電導入支援

・スラバヤ市の医療廃棄物処理施設導入支援 22

②廃棄物焼却施設導入支援

本市が目指すところ

アジア諸国では、廃棄物処理に関し、最終処分場の逼迫解消やごみの運搬収集
システムの確立など、多くのニーズがある。
これらの国では、廃棄物の適正処理や直接埋立による温室効果の高いメタンガス
の発生削減、ごみ焼却に伴う効率的な熱エネルギー回収など「持続可能な廃棄物
処理」のために、廃棄物焼却施設の導入が検討されている。

背景・課題

エネルギーの脱炭素化

廃棄物発電施設（例） 環境姉妹都市締結
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③再生可能エネルギーや脱炭素化技術の導入支援

環境省JCM設備補助事業などを活用し、太陽光発電や風力発電、その他省エネ

や脱炭素化に関連する技術の海外展開を支援する。また、本市で実証する脱炭素

化に貢献する新たなビジネスモデルの導入・拡大を図る。

【取組み例】

・蓄電池を利用したエネルギー需給マネジメントなど

新たなビジネスモデルの導入・普及

・グリーンオイルの導入・普及

・省エネ診断士の育成とネガワット取引の仕組み導入

・セメント工場における排熱回収発電施設の導入

・インバーター設備の導入

イノベーションの推進エネルギーの脱炭素化

蓄電池と太陽電池のサブスクリプションと
エネマネなど本市で実証していくビジネスモデル

ごみの分別回収の社会システム構築や、分別設備の導入支援、その先のリサイク
ル技術の導入などにより、資源ごとのリサイクル（生ごみの堆肥化、廃プラスチックの
再資源化など）を推進し、東南アジア諸国の廃棄物の課題解決と温室効果ガスの削
減をすすめる。

特に、生産工程・焼却処分・海洋流出後の劣化により放出される温室効果ガスが気
候変動に大きな影響を与えている廃プラスチックに関しては、国連環境計画（UNEP）
をはじめ国内外の産学官と連携しながら、廃プラの再資源化や適正処理等の環境技
術導入を含めた提案活動を積極的に実施し、環境インフラ技術の輸出促進とSDGs
推進に向けた世界のモデル都市としてのブランド力向上を目指す。

【取組み例】

•民間ファンド（AEPW：Alliance ｔｏ End Prastic Waste）
を活用したタイへの廃プラスチック油化施設の導入支援

・スラバヤ市におけるごみの分別・堆肥化施設導入支援

・マレーシアにおける食品系廃棄物の堆肥化及びリサイクルループの構築

24

UNEPとの関心表明書交換

④脱炭素社会を支えるサーキュラーエコノミーの推進
イノベーションの推進
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4-3 戦略的環境国際協力の推進

廃棄物処理などの環境改善や脱炭素化に関する住民啓発活動や環境教育などを実施し、

環境ビジネスが参入するための土壌となる住民の意識改革と社会システムの構築を行う。

また、国連環境計画（UNEP）など国際機関との連携による協力事業を実施することで、海洋

プラスチック対策など新たな分野におけるビジネス参入の機会を創出していく。

【取組み例】

・JICA草の根「プノンペン都廃棄物管理改善事業」

・JICA草の根「ダバオ市一般廃棄物処理システム構築プロジェクト」

・JICA草の根「タイ国地方自治体一般廃棄物管理強化支援事業」

ライフスタイルの変革

4-4 環境人材育成とネットワーク構築

将来、アジア諸都市の行政や企業の中核を担う人材を研修員として受け入れ、人的交流を

行うことにより、行政間・企業間のブリッジ人材・キーパーソンを育成し、将来の環境国際協力

に向けたネットワークを構築し、環境国際ビジネスへの事業展開を目指す。

また、本市から廃棄物関連などの専門家を派遣し、技術指導なども実施していく。

今後はKITAとの連携強化により、帰国研修員を通じたニーズ発掘なども積極的に行ってい

く。

ライフスタイルの変革

５ 目標と進捗管理

26
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5-1 目標とアジアにおけるCO2削減の考え方

アジア地域における目標としては、CO2削減量（t）を設定し、

本市の環境国際協力や技術移転による直接的な削減量とその技術の応用

マスタープラン策定などにより貢献した都市・工業団地全体のCO２削減量

市内企業の製品の使用などによる副次的な削減量

により算定する。

※積算方法については現在確立していない部分があるため、国や他自治体の動向を見ながら検討していく。

2013年度の
本市排出量 2020年度 2030年度 2050年に

目指す姿
CO2排出削減量
（累計万t） ２,０１７万t ▲１２１ ▲１,５１２ ▲３,０２６

CO2排出削減量（％） ▲６％ ▲７５％ ▲１５０％

今後本市ですすめる「ゼロカーボンシティ」に向けた脱炭素化の取組みを「北九州モデル」と

して整理し、アジア諸都市との環境協力ネットワークをベースに総合的に海外に移転すること

で、アジアを中心とした脱炭素社会の実現と豊かな社会発展に貢献する。

目標

アジアにおけるCO2削減の考え方

5-2 進捗管理

アジアにおける貢献の指標
現在

（2019年度末）
2030年度 2050年度目指す姿

脱炭素化プロジェクト
実施件数（累計）

※JCM・K-MRVで認証したもの
１３件 ３５件 更なる拡大と

横展開

戦略的環境国際協力の
実施件数（累計） １２件 ２０件 実施継続と

ビジネス展開

人材育成
（研修員の受入れ延べ数）
※WEB研修含む・KITA実績

９,７５４人 １２,５００人 受入れ継続と
ネットワーク形成
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アジアにおける貢献は、プロジェクト実施など、K-MRVなどの方法論によりCO２削減量を算

定できるものもあるが、マスタープラン策定支援など現時点で算定が困難なものや、人材育

成や技術指導など間接的に脱炭素化に寄与する貢献活動などにも積極的に対応していくべ

きと考えられる。

また、アジア諸都市全体のCO2削減量は、アジア諸国のニーズの変化や国の方針等に大

きく左右されるため、下記のような指標も活用し、並行して進捗管理を行っていく。


