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本事業の目的 Objectives of the Project
• JCM大規模案件形成のための可能性調査
• CO2削減余地及び短期的に実施可能な案件の選
定定（CO2削減余地が大きいものの、長期的な支援が必要
な案件の同定）

CO2削減量測定のためのスラバヤ市のデ タ管• CO2削減量測定のためのスラバヤ市のデータ管
理体制の構築支援、測定のための方法論の提示

スラバヤ市でのインセプション会議での様子
（7月10日）

左からHermienインドネシア環境省副大臣、
Rismaスラバヤ市長、野村総領事
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6月中 契約

今後の予定 Upcoming Events
6月中 契約
6月26日（水） 北九州市にて関係者会議
6月17日－7月5日 JICA九州にてNAMA/MRV能力開発強化研修（スラ

バヤ市BAPPEKOから2名が参加）バヤ市BAPPEKOから2名が参加）
7月8－12日 第1回現地調査

10日（水）現地Inception Meeting (Surabaya)
7月23 24日 ISAP 2013（IGES主催国際会議＠パシフィコ横浜）7月23－24日 ISAP 2013（IGES主催国際会議＠パシフィコ横浜）

24日（水）低炭素都市関連セッション
9月2－6日 第2回現地調査
月 環境大臣会合（ バヤ市）９月２６-２７日 ASEAN＋３環境大臣会合（スラバヤ市）

10月18－21日 北九州市市制50周年記念国際会議（スラバヤ市から
も招聘予定）も招聘予定）

10月21－25日 Smart City Week（横浜市）
22－24日 低炭素都市関連イベント

11月18－22日 第3回現地調査 中間報告会11月18 22日 第3回現地調査、中間報告会

2014年1月27－31日 第4回現地調査、事業報告セミナー

2月または3月 第5回ESCハイレベルセミナー？（第5回アジア3R2月または3月 第5回ESCハイレベルセミナー？（第5回アジア3R
フォーラム（スラバヤ市で開催？））
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スラバヤ市‐北九州市の都市間連携の変遷
Transition of city‐to‐city cooperation between Surabaya city and Kitakyushu City  
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政
策 「新成長戦略」(2009.12~) 「北九州市新成長戦略」(2013.3)

JICAの民間連携事業

協
力
枠
組

「戦略的環境パートナーシップにかかる共同声明」
(2011.3)

「環境姉妹都市提携」

「アジア環境協力都市ネットワーク」
(1997年～)

「北九州イニシアティブ・ネットワーク」
アジア低炭素化センター設立
(2010 6)

（PPP,BOP,中小企業支援）

都
市
間
協 環境姉妹都市提携」

(2012.11)

DKP(美化局)長 BAPPEKO(開発計画局)長 スラバヤ市長

アジア地域で150%CO2削減（2050年）
(北九州市環境モデル都市行動計画(2009.3))

(2000年~2010年)
(2010.6)

人
材
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流 Ir. Tri Rismaharini

( )長
(2005~) (2008~)

長
(2011~)

スラバヤ市職員の受入：
CLAIR事業
(2012)

コンポスト研修：
スラバヤ市職員、NGO職員の受入
(2005)

環境保全研修：
スラバヤ市職員
(2003 2004)

研修受入：
JICA研修、CLAIR事業、市事業、IGES事業
(2006~2011)

「生ごみのコンポスト化協力事業」
(2004~06年度)地球環境基金助成事業

移
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SIER工業団地のコジェネ＆省エネ事業
新日鐵エンジニアリング㈱等：（2012年3月～）

リサイクル型廃棄物中間処理施設パイロット事業
㈱西原商事等：(2012年12月～）

( )

エネルギー

廃棄物

(2005)

「廃棄物適正処理調査」
(2002年度)JBIC

「コンポストの製造・販売FS調査」
(2007年度)

(2003,2004) ( )

技
術
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下水道整備事業
オリジナル設計㈱等(2012年12月～）

無電化地区での浄水装置による飲用水供給事業
水道機工㈱、東レ㈱等：(2011年11月～）

水質管理能力向上：（2007～08年度）
JICA草の根協力事業

分散型排水処理施設整備事業：
（2011～13年度）JICA草の根協力事業

水資源

JCM大規模案件形成可能性調査(環境省)

制
度
構
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「スラバヤ開発計画ビジョン(2005‐2025)」

（ 年度） 草 根協力事業 JCM大規模案件形成可能性調査(環境省)
IGES他：(2013年~)(2001) (現在)

各分野のマスタープラン作成支援

都市間連携を基にしたカウンターパートへのアクセス方法

Access to counterparts based on the city‐to‐city cooperation

スラバヤ市環境美化局(DKP)

廃棄物チーム交通チームエネルギー
チーム

スラバヤ市開発計画局（BAPPEKO）

スラバヤ市環境美化局(DKP)
との打合せ（7月9日午後）

スラバヤ市開発計画局（BAPPEKO）
Iman課長との打合せ（7月9日午前）

Cement Gresik社との打合せ（7月11日）Cement Gresik社との打合せ（7月11日）

水管理
チーム



本日のセッションのまとめ
Main Points of Today’s Session 
アジアの低炭素社会実現のための都市間協力の可能性アジアの低炭素社会実現のための都市間協力の可能性

都市間連携という枠組を活用することにより都市間連携という枠組を活用することにより、
Through utilization of a city‐to‐city cooperation framework

• 日本企業の技術を売り込みやすい（相手都市政府の関• 日本企業の技術を売り込みやすい（相手都市政府の関
係部署に直接アクセスできる） Technology transfer

• 相手都市政府の制度面の拡充や管理運営面の支援が• 相手都市政府の制度面の拡充や管理運営面の支援が
可能 Capacity building support 

• 省庁横断的な支援が可能（環境省 経済産業省• 省庁横断的な支援が可能（環境省、経済産業省、
NEDO、外務省、JICAなど） Cross‐ministerial support

• プロジェクト終了後も、長期的なフォローアップが可能
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プロジェクト終了後も、長期的なフォロ アップが可能
Long‐term cooperation 


