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一．省の政策動向
1. 河北省
【 2015 年 4 月 】
1.1 河北省：「河北省大気汚染徹底対策三カ年（2015-2017）行動プラン」を公
布
公表日：2015 年 4 月 11 日
情報公表組織：河北省大気汚染防止業務指導グループ弁公室
分類：政策公布
キーワード：河北省、スモッグ対策、汚染対策
4 月 11 日河北省大気汚染防止業務指導グループ弁公室は「河北省大気汚染徹
底対策三カ年（2015-2017）行動プラン」を配布した。プランには、40 項目の徹
底対策措置が示され、河北省は科学的スモッグ対策、精密な汚染対策を強力に推
進する。
プランは、河北省大気環境質の全面的改善を目標に、産業構造調整、エネルギ
ー構造最適化、環境管理キャパシティービルディング強化を手段とし、重点都市、
重点業種、重点企業の汚染対策に特にしっかり取り組み、総合汚染防止措置の採
用と全面規制戦略の実施を通じて、二酸化硫黄、窒素酸化物、粒子状物質、揮発
性有機化合物などの主要大気汚染物質排出量を大幅に削減し、
「大気十条」考査
目標を円満に達成し、大気環境質の著しい改善を実現する。
プランによれば、3 年間の徹底対策により、「大気十条」目標任務達成を確保
し、河北省環境大気質全体を改善し、重度汚染気象を大幅に減らす。河北省が示
した大気汚染徹底対策の具体的指標は以下の通り。
（一）2017 年に、河北省大気 PM2.5 年間平均濃度を 2013 年ベースに 25％削
減し、首都周辺と大気汚染の深刻な石家庄、唐山、保定、廊坊、定州、辛集は 33％
削減、邢台、邯鄲は 30％削減、秦皇島、滄州、衡水は 25％以上削減、承徳、張
家口は 20％以上削減する。
（二）2017 年に、河北省の石炭消費量を 2012 年比で 4,000 万トン純減させ
る。民生用クリーンコール利用率を 90％以上に高める。
（三）2017 年に、河北省の二酸化硫黄、窒素酸化物、一次 PM2.5、揮発性有
機化合物の排出総量を大幅に削減し、2013 年ベースで各々40％、25％、40％、
20％削減する。2015 年末までに、河北省火力発電、鉄鋼、セメント、板ガラス
の四大業種の脱硫・脱硝・除じん基準達成対策を完了する。2016 年末までに、
コーキング産業で除じんと揮発性有機化合物基準達成対策を完全に終わらせる。
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石家庄、唐山、保定、廊坊の対策プロジェクトで特別排出上限値要求を達成する。
（四）2017 年に、石化、医薬、有機化学工業、表面塗装、包装印刷、合成材
料、プラスチック製品などの重点業種で揮発性有機化合物総合対策を全面的に
実施する。
大気汚染徹底対策を行うため、河北省で 10 項目の重点業務を決定した。エネ
ルギー構造調整を推進し、石炭クリーン効率利用を促進する。クリーナープロダ
クションを全面的に推進し、産業アップグレードを促進する。地域規制重点を明
確化し、差別化管理を実施する。重点業種基準達成排出の期限を設定しての汚染
対策業務を実行する。重点業種揮発性有機化合物汚染防止を推進する。面源総合
対策を推進し、飛散粉じん汚染を減らす。移動発生源総合管理を強化する。農業
農村汚染防止業務を積極的に実施する。重度汚染気象対応を強化し、
「ピーク削
減・減速」を実現する。監督管理を強化し、排出削減の管理で利益を追求する。
出典：中央政府ポータルサイト
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/11/content_2845129.htm

1.2 河北省：各級大気質自動モニタリングステーションの第三者運営を推進
公表日：2015 年 4 月 28 日
情報公表組織：新華ネット
分類：政策動向
キーワード：河北省、モニタリング、第三者運営
河北省は 2015 年より各級大気質自動モニタリングステーションの第三者委
託運営維持管理方式を推進し、全省大気質自動モニタリングステーションを統
一管理体制、制度、技術規程の枠組みの中で運営し、制度を用いて最大限に環境
監視データに隠す「水分」をオミットする。
近日公布する「河北省環境大気質自動モニタリングステーション運営維持管
理暫定規定」に基づき、全省の大気質自動モニタリングステーションを統一管理
体制、制度、技術規程の枠組みの中で運営することを保障するために、第三者運
営維持管理組織とその責任者に監視データの信頼性、有効性に責任を負わせる。
環境保護部局は運営維持管理組織の日常運営維持管理、品質管理行為を監督し、
毎年それに対して考査評価を行い、考査評価結果を契約継続、費用支払などの事
項の根拠とする。
運営維持管理費用について、河北省国設モニタリングステーション、省管理ス
テーションと定州市、辛集市大気質自動モニタリングステーションの経費は省
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環境保護庁の審査後に省財政に申請し、省級財政予算に盛り込み、県（市）大気
質自動モニタリングステーションの運営維持管理経費は市環境保護局が現地政
府に申請し、財政予算に盛り込む。
現在、河北省は唐山、石家庄、張家口、承徳、廊坊、衡水、邢台で大気質自動
モニタリングステーション第三者運営維持管理を実施している。
出典：新華ネット
URL：http://news.xinhuanet.com/local/2015-04/16/c_1114994354.htm

【 2015 年 6 月 】
1.3 河北省：スモッグ対策目標を大幅引き上げ PM2.5 年間平均濃度を前期比
4％低減から 8％低減に調整
（*関連動向については、中央政府の政策動向「6. 大気汚染対策重点都市石炭消
費総量規制作業プラン」、大気汚染重点地域の政策動向「1.1 北京・天津・河北
および周辺地区大気汚染共同予防管理 2015 年重点作業を審議可決」をご参照く
ださい。）
公表日：2015 年 6 月 1 日
情報公表組織：中華人民共和国環境保護部
分類：政策動向
キーワード：河北省、PM2.5、責任書、スモッグ対策措置、北京・天津・河北
汚染対策支援
河北省政府は最近大幅に今年のスモッグ対策目標を引き上げることを決定し
た。PM2.5 濃度の同期比 4％削減目標を 8％に上げ、かつ全国 74 重点都市大気質
ランキングのワースト 10 から一つの区設市（廊坊市）が確実に抜け出し、2 つ
の区設市が抜け出すよう努力することを要求した。この目標を実現するために、
政府は以下の要求を決定した。
（一）各市が新目標に基づき改めて責任書に署名する。
新しい目標任務に基づき、各市は大気汚染防止業務目標を必ず調整し、業務任
務と重視度も増やさなければならず、河北省政府は各市と改めて目標責任書を
締結しなければならない。新たな目標責任書の中で、石家庄、唐山、廊坊、邢台、
邯鄲、定州、辛集の 2015 年の PM2.5 濃度の同期比削減目標を当初の 5％から 9％
に上げ、秦皇島、滄州、衡水は 4％を 8％に、保定は 8％を 10％に上げる。張家
口、承徳の目標は変更しない。今回の調整では重点都市の対策目標と措置に一層
厳格な要求を出した。当初の「全国 74 重点都市大気質ランキングのワースト 10
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から一つの区設市（廊坊市）が抜け出すよう努力する」を、
「全国 74 重点都市大
気質ランキングのワースト 10 から一つの区設市（廊坊市）が確実に抜け出し、
2 つの区設市が抜け出すよう努力する」に変更した。同時に、汚染防止業務の進
捗に伴い、河北のスモッグ対策措置は大幅な過剰生産設備の圧縮、四大業種対策、
黄ラベル車廃棄から散炭、小型ボイラー、煉瓦窯の対策へと移り、市街地から県・
郷と農村に広がり、対策難度も増大している。
（二）スモッグ防止措置を強化・精緻化する。
調整後の目標任務の期限内達成を確保するために、既存の措置をベースに、河
北省はさらに一連の防止措置を強化・精緻化した。石炭規制では河北省は新たに
9 項目の措置を追加し、全省石炭消費を 2014 年比で 500 万トン純減させるとい
う目標を実現する。工業対策分野では、火力発電、鉄鋼、セメント、ガラスなど
の重点業種と石炭ボイラー基準達成対策では基準をさらに厳格化した。揮発性
有機化合物汚染対策では実施ペースを速め、
「製薬業種（揮発性有機化合物）対
策プロジェクト 50％以上完了」を「製薬、有機化学工業、表面塗装、包装印刷
の各業種の対策プロジェクト 50％以上完了」に変更した。対策の分野では、船
舶汚染対策、大型ディーゼル車汚染対策を追加し、一部の措置を強化し、一部は
完了期限を前倒しに変更した。
（三）北京・天津・河北汚染対策支援メカニズムを構築する。
目標実現を確保するために、各地各関係部局は北京・天津・河北および周辺地
区の大気汚染防止協力メカニズムの枠組みの下で、情報を共有し、エコトーンを
作り、地域間基準、監視、取締の統一を推進する。
唐山、廊坊、保定、滄州の 4 市は北京・天津・河北大気汚染防止中心地域にあ
り、散炭代替、ボイラー廃棄、地域共同予防管理などの面で要求はさらに厳しい。
同時に、北京・天津・河北の三地区に大気汚染防止の支援メカニズムを作り、北
京が廊坊、保定を支援し、天津が唐山、滄州を支援し、関係都市が共同で車両ナ
ンバー走行制限などの措置を実施し、北京・天津・河北大気汚染防止共同予防管
理の推進は加速している。
環渤海地域の港湾および船舶汚染の面では、秦皇島、唐山、滄州が天津に協力
して地域港湾および船舶発生源インベントリーを作成し、港湾クリーンエネル
ギー使用パイロット事業を展開し、船舶が近海海域に入った時のクリーン燃料
油使用などの措置を通じて、船舶の重油燃焼による汚染の軽減を検討している。
出典：中華人民共和国環境保護部ウェブサイト
URL：http://www.mep.gov.cn/zhxx/hjyw/201506/t20150601_302638.html

9

【 2015 年 7 月 】
1.4 河北省：30 億元で大気汚染防止を助力

大気専用資金の効果評価を予定

公表日：2015 年 7 月 17 日
情報公布組織：中国新聞ネット
分類：政策動向
キーワード：河北省、資金支援
河北省財政庁、省環境保護庁は最近、第二回大気汚染防止特別資金 30 億元を、
全省大気汚染防止対策を強化するのために下達した。
今回の 30 億元資金には 2015 年中央大気汚染防止特別資金第一回分 24 億元、
省級第二回大気汚染防止特別資金 6 億元が含まれ、最近全額が区設市と省直轄
県（市）に分配された。
河北省財政庁の責任者によると、今回の資金配分については、1 億元を省所属
国有企業の大気汚染防止プロジェクト補助金として使う以外、その他は各区設
市と省直轄県（市）が担当する大気汚染防止任務と環境大気質改善目標任務に基
づき、全額が区設市と省直轄県（市）に下達された。市県政府が国務院と河北省
共産党委員会・省政府が決めた散炭代替、石炭ボイラー改良、石炭火力発電装置
超低排出改良などの重点大気汚染防止任務を達成することを前提に、統括的に
「河北省大気汚染防止行動計画実施プラン」と「2015 年河北省大気汚染防止業
務要点」の中の関連業務を実施し、大気汚染防止と資金管理使用責任を負う。
特別資金の速い拠出と使用効果を確保するために、河北省は資金配分後の監
督検査と業務指導を重点的に強化し、資金管理使用月例統計、四半期通報制度を
構築する。
同時に、大気特別資金パフォーマンス評価制度を構築し、市・県が毎年科学的
評価指標、評価基準、評価方法を使用し、大気資金使用の経済効果、社会便益に
ついて客観的かつ公正な評価を行う。資金の拠出速度、パフォーマンス評価報告
と月例統計報告などの状況は、今後の大気資金配分、管理、監督の重要根拠とす
る。
出典：中国新聞ネット
URL：http://finance.chinanews.com/ny/2015/07-17/7411138.shtml

1.5 河北省：「河北省大気汚染防止条例（草案）」を上程し審議
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公表日：2015 年 7 月 22 日
情報公布組織：河北省人民政府
分類：政策動向
キーワード：河北省、処罰、緊急対応、監視、協力、汚染排出権、公衆
河北省第 12 期人民代表大会常務委員会第 16 回会議が最近開かれ、
「河北省大
気汚染防止条例（草案）」
（以下「条例草案」と略称）を審議した。審議に掛けら
れた「条例草案」は現行の「条例」6 章 35 条を 10 章 65 条に改正し、大気汚染
防止を元来の石炭燃焼汚染防止、廃ガス・粉じん・悪臭汚染防止から、石炭燃焼、
工業、飛散粉じん、自動車とオフロード車、悪臭、異臭、残留性有機汚染物質、
重金属等の大気汚染防止に拡張し、重点分野防止内容をさらに適正化する。
（一）処罰基準を大幅に高め、重度汚染気象緊急対応管理を強化した。
環境法違反コストが低いという重要問題について、条例草案は各種環境法違
反行為の処罰を詳細に規定し、処罰基準を高めた。
それと同時に、条例草案は、政府が重度汚染気象対応を緊急対応管理体系に盛
り込み、重度汚染気象監視予報警報と緊急対応処置体系を構築し、重度汚染気象
の汚染を軽減し、汚染物質のピークと速度の低下目標を実現しなければならな
いと規定した。大気汚染物質排出重点企業は重度汚染気象緊急対応操作プラン
を制定し、警報等級により、適時に緊急対応プランを発動しなければならない。
（二）監視データの偽造を厳禁し、北京・天津などとの汚染対策協力を強化す
る
条例草案は、大気中に汚染物質を排出する重点排出組織は国家と本省の関係
規定に従い、大気汚染排出自動監視設備を設置・使用し、環境保護主管部局の監
視設備と接続しなければならない。重点汚染排出組織は大気汚染物質排出自動
監視設備を破壊、毀損、無許可撤去、不使用放置してはならず、監視データを改
ざん・偽造してはならない。規定に反した場合は過料を科し、事件を公安機関に
移送すると規定する。
条例草案は、河北省が北京、天津および周辺地区との連絡調整を強化し、大気
汚染防止調整協力、重度汚染気象緊急対応連携などのメカニズム構築を推進し、
地域内大気汚染防止にかかる重大問題を話し合って解決すると規定する。
同時に、条例草案は汚染排出組織と個人が相応の能力のある第三者サービス
機関にその大気汚染防止施設の運営、もしくは大気汚染対策の実施を委託する
ことを推奨する。
（三）汚染排出権の有償使用と取引を実施し、公衆の参加を推奨する。
条例草案は、総量減少に有利の原則に従い、重点大気汚染物質排出総量規制指
標の範囲内で、重点大気汚染物質排出指標の有償使用と取引を行うことができ
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ると規定する。条例草案の中にはさらに数か条個人の行為に関する規制と制限
があり、公衆がグリーン生産・生活を履行するよう誘導している。
いかなる組織・個人も現地人民政府が指定した禁止地域内で屋外バーベキュ
ーを行ってはならず、違反者は法に従い監督管理権を有する部局が違法行為の
停止を命じ、2,000 元以上 2 万元以下の過料を科す。
それと同時に条例草案はまた、公衆が大気汚染行為、監督部局および職員の職
務不履行行為を告発することを推奨する。
出典：河北省人民政府
URL：
http://www.hebei.gov.cn/hebei/11937442/10756595/10756614/12999473/index.html

【 2015 年 8 月 】
1.6 河北省：工業用石炭燃焼ボイラーの改良を開始
公表日：2015 年 8 月 25 日
情報公表組織：河北省環境保護庁
分類：政策動向
キーワード：河北省、工業用石炭燃焼ボイラー改良
河北省工業・情報化庁、省発展改革委員会、省環境保護庁、省品質技術監督
局は過日合同で全省工業用石炭燃焼ボイラー改良事業会議を開催し、河北省工
業用石炭燃焼ボイラー改良行動計画の実施に着手した。河北省は各地区が先進
実用技術を利用し、都市と村落の工業用石炭燃焼ボイラーの改良を加速し、3
年間で 18,715 台、蒸気換算 59,300 トンの工業用石炭燃焼ボイラー改良任務を
達成するよう努力し、汚染物質排出を大幅に減らすことを奨励している。
（１）工業用石炭燃焼ボイラー改良の推進は必須の情勢
工業用石炭燃焼ボイラーは河北省のエネルギー大量消費設備であり工業分野
の重要汚染物質排出源である。工業用石炭燃焼ボイラーの年間石炭消費量は全
省総量の 87％を占め、二酸化硫黄、窒素酸化物の年間排出量はそれぞれ全省排
出総量の 90％と 65％以上を占める。現在、工業用石炭燃焼ボイラーの石炭消
費量は多く、全体の熱効率平均値はわずか 60％から 70％の間である。しか
も、工業用ボイラーで消費する石炭は洗選していない原炭であり、灰分・硫分
が多く、汚染物質排出水準を高くしている。
一方で、ボイラー汚染対策水準は低いままである。脱硫と除じんの効率、そ
してばいじんと二酸化硫黄排出の基準達成率が低く、多くのボイラーは脱硫装
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置を付けていない。工業用石炭ボイラーの改良推進はすでに必須の情勢、喫緊
の課題となっている。
（２）35 トン/時以下の工業用石炭燃焼ボイラーが改良の重点
「河北省石炭燃焼ボイラー対策実施プラン」と「河北省工業用石炭ボイラー
改良推進行動計画」によれば、35 トン/時以下の工業用石炭燃焼ボイラーが今
回の改良の重点である。河北省はすでに 2015-2018 年の 18,715 台の工業用石
炭燃焼ボイラー改良任務を全省の各区設市と省直轄県（市）に割り振った。
河北省は、工業用石炭燃焼ボイラー対策を区設市と省直轄県（市）大気汚染
考課体系に盛り込むと定めた。今後、区設市と省直轄県（市）の市街地は原則
として工業用石炭燃焼ボイラーを新設できず、他の地区は原則として 10 トン/
時以下の工業用石炭燃焼ボイラーを新設できない。
（３）高効率微粉炭ボイラーの普及を加速
石炭利用効率を高め、石炭燃焼汚染物対策の加速を主要措置としなければな
らない。河北省は高効率微粉炭ボイラーの普及加速を重点に、同時に排煙の高
効率脱硫脱硝、除じん装置の普及と改良を積極的に進める。河北省は、今後新
設・改築・拡張する石炭燃焼の工業ボイラーには、高効率微粉炭ボイラーを優
先的に採用すると述べた。
同時に、実力ある専業大型企業集団を引き入れ、サービス外部委託方式を採
用し、官民連携方式（PPP）の普及を積極的に図り、運転効率が高く、排出基
準を守ることのできる大型高効率微粉炭ボイラーを建設する。
（４）実情を踏まえ差別化改良プランを制定
河北省は「石炭燃焼ボイラー改良技術参考資料」を収集整理し、7 種の主な
ボイラー改良技術と省エネ、脱硫、脱硝、除じん技術を取りまとめ、会議に参
加した各級各部局に配布した。
河北省は各地区に対し関連企業所在地の集中暖房、天然ガス、新エネルギー
などの具体的状況に基づき、現地事情、企業の実情に応じて、工業用石炭燃焼
ボイラー改良の技術路線を選択し、差別化改良プランを制定するよう要求し
た。
同時に、河北省は鉄鋼、建材、石炭、化学工業などの業種の規模が大きいた
め、これらの分野で廃熱、残圧、可燃性ガスの回収利用を強化する。
出典：河北省環境保護庁
URL:http://www.hb12369.net/hjzw/hbhbzxd/201508/t20150825_47236.htm
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【 2015 年 10 月 】
1.7 河北省各地で大気質生態補償制度を試行
公表日：2015 年 10 月 29 日
情報公表組織：国務院
分類：政策動向
キーワード：大気質生態補償制度、地方政府の責任
今年の大気汚染対策において、河北省の石家庄、邯鄲、邢台など多くの地区
で大気質生態補償制度が試行され、大気質ランキング下位の県区は一定の罰金
を払い、大気質改善先進県区への補償に当てられた。「経済厳罰」、「政治問
責」を通じて、地方政府の責任を目立たせ、大気質の持続的改善を促進した。
各地区で実施した大気質生態補償規則は、各地区が四半期ごともしくは半年
ごとに国設・省設大気自動モニタリングステーションの大気質総合指数を基準
に各県区のランキングを行い、ランクが下位の地区は処罰し、上位の地区には
報奨を与えるというものである。補償金額は地区ごとに異なり、石家庄市は、
大気質総合指数の数値が１つ低いごとに 300 万元の報奨を行い、1 つ高いごと
に 300 万元の罰金を取り、指数が前年より上がった場合には、報奨資格を取り
消すというものである。邯鄲、邢台はランク下位の区県から 100 万元の生態補
償資金を差し押さえ、ランク上位の区県に用いるというものである。
石家庄は河北省で最初に大気質生態補償を実施した市である。公表されたば
かりの第 3 四半期の環境大気質ランキングと賞罰状況によると、7 区県がラン
ク下位のために罰金を徴収された。そのうち罰金額が最も多かった区県は新華
区の 297 万元、趙県の 267 万元、行唐の 96 万元である。一方、平山県、橋西
区、長安区は大気質が著しく改善したため 100 万元以上の報奨金を受領した。
経済厳罰以外に、河北は一部の市で大気環境改善の遅れている地方政府トッ
プリーダーに対して厳格な問責制度を制定した。邯鄲市の規定では、1 度四半
期のランク下位で生態補償資金を差し押さえられたときは、市政府が地方政府
トップリーダーと担当リーダーに対して警告を行う。連続して 2 回以上四半期
ランキングが下位で生態補償資金を差し押さえられたときは、市政府が地方政
府トップリーダーと担当リーダーを喚問する。大気環境質状況が長期間下位の
ときは、共産党市委員会・市政府が地方政府トップリーダーと担当リーダーを
問責する。
記者が取材した一部の末端幹部は、大気質生態賞罰制度は環境保護における
地方政府の責任を明確化し、各級政府が強力な手段を使って大気環境の持続改
善を行うよう迫るものであると述べた。「責任を明確化するために、市が既存
の国設・省設監視ポイントに加えて監視ポイントを設置し、さらに 3 つの県が
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4 つの監視ポイントを設置するなど、大気質監視網が改善された。しかも、賞
罰規則により、環境保護圧力が各レベルに及び、各県区は環境保護事業をさら
に重視するようになり、大気環境対策長期効果メカニズムの構築に有利に働く
だろう」と邢台市環境保護局共産党組副書記の斉有主氏は語った。
出典：国務院
URL: http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/29/content_2955604.htm

1.8 河北省で茎藁野焼き取締特別検査を開始
公表日：2015 年 10 月 29 日
情報公表組織：環境保護部
分類：政策動向
キーワード：茎藁、野焼き、特別取締検査
2015 年 10 月 20 日、河北省は 1 か月間の秋季茎藁野焼き取締特別検査を開始
した。省環境保護庁の 5 つの監督指導チームが続々と各地に赴き、巡視、抽出検
査、抜き打ち検査により、重点地区の秋季茎藁野焼き状況をモニタリング検査す
る。
2015 年 10 月 20 日、省環境保護庁は「2015 年秋季茎藁野焼き特別取締検査
実施に関する緊急通知」を発布した。それによると 10 月 8 日以降、省環境保護
庁は重点地区の茎藁野焼きのモニタリング検査を行っている。全体的状況とし
て、各地区は茎藁野焼きを非常に重視しているが、一部の地区では実施不十分、
責任追及不十分な状況があり、多くの野焼きが見られた。省地理情報局の 2015
年度秋季茎藁野焼き地理情報緊急監視統計によると、2015 年 10 月 15 日現在、
発見された野焼き状況は、滄州市 78 件、衡水市 69 件、廊坊市 66 件、保定市 58
件、石家庄市 4 件である。
今回のモニタリング指導は関係県（市、区）政府が茎藁野焼き禁止実施プラン
と監督検査措置を制定し実行しているか否か、末端の取締キャパシティービル
ディングを強化し、リアルタイム監視と現場取締、総合取締を強化しているか否
か、地域連携、部局協調を構築改善し、県と郷を中心に、村民グループの防止メ
カニズムを作り、茎藁野焼き禁止任務を圃場にまで細分化し、責任を個人にまで
割り振っているか否かを検査するものである。プランを制定せず、実行が不十分
な場合は、省政府に対し厳しく問責するよう提言する。ネットワーク構築が遅れ、
ネットワーク管理不履行により、茎藁野焼き汚染を生じた場合は、法と党紀に従
い関係組織と人員の責任を追及する。
15

モニタリング指導においては、各県（市、区）政府と関係部局が茎藁野焼き通
報受理と案件処罰制度を制定しているか否か、関係条例に従い、野焼き行為を厳
しく処罰しているか否かを検査する。処罰不十分を発見したときは、関係部局に
問責するよう提言する。
監督指導チームは巡視回数と頻度を増やし、環境保護部衛星監視、省地理情報
局監視により発見された野焼き場所を確認の上で茎藁、落葉、雑草、ごみの野焼
きとして通報したときは、関係部局に移送して問責する。
出典：環境保護部
URL:http://www.mep.gov.cn/zhxx/gzdt/201510/t20151029_315800.htm

【 2015 年 11 月 】
1.9 河北省が今冬来春の大気汚染対策を強化
（*これに関連する環境保護部の情報については、中央政府の政策動向「27. 環
境保護部が各地区に暖房期間大気汚染防止事業を確実に行うよう要求」をご参
照ください。）
公表日：2015 年 11 月 23 日
情報公表組織：環境保護部
分類：政策ニュース
キーワード：大気汚染防止、PM2.5、散炭クリーン化
河北省政府弁公庁は最近「今冬来春の大気汚染防止強化に関する通知」を出し、
今冬来春の全省大気汚染防止を全面的に強化し、今冬来春の全省の PM2.5 など 6
項目の大気汚染物質平均濃度を前年同期より低くし、重汚染天気日数を前年同
期より少なくする。
暖房期間に入り、石炭燃焼量の増加が汚染物質排出総量の増加をもたらした。
通知によると、各地区は月ごと、週ごとに濃度規制目標を定め、精密・ピンポイ
ントの対策を進めなければならない。河北省は石炭火力発電所超低濃度排出ア
ップグレード改造、中実レンガ窯の閉鎖、
「煙突抜取」の石炭抑制三大行動を完
遂すると同時に、2015 年末までに 70 社の外来選炭企業を取り締まり、50％の
郷（鎮）の機関・企業・団体のクリーン石炭への改造、クリーン型石炭 700 万ト
ンとクリーン炉 20 万台を普及させた。
石炭総量を厳しく規制する。通知によると、1,000 団体の重点エネルギー使用
組織のエネルギー計量審査を実施し、重点石炭使用組織のエネルギー消費デー
タオンライン収集を実施し、年間石炭消費 500 万トン削減の目標任務達成を確
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保する。散炭減量代替、クリーン化代替を推進し、都市と村落をカバーするクリ
ーン石炭配送体系を構築する。重点箇所の管理を強化し、区部出入口に炭質検査
所を設け、生産、輸入、販売、使用する石炭の炭質基準達成を確保する。都市ク
リーンモデルエリアを創建し、高汚染燃料使用施設の新設・拡張を禁止し、既存
の施設は段階的にクリーンエネルギーに転換させる。蒸気換算 20 トン/時以上
の石炭ボイラーに対し、ばいじんなど汚染物質のオンライン監視設備を至急設
置し、環境保護部局とのネットワーク化を実現し、基準達成管理を強化する。
建設発じん汚染を厳しく防止する。通知によると、2015 年 11 月 15 日から
2016 年 3 月 15 日まで、重大民生用プロジェクト、違法建築以外は、区部の建
物解体プロジェクト審査作業を停止し、解体工事現場では湿式もしくは封鎖作
業を実施させる。排ガス汚染を厳しく規制する。2005 年末までに登録し営業し
ている 3.86 万台の黄ラベル車の廃棄任務を 2015 年末までに完了する。中古車
取引市場の監督を厳格化し、廃車済み自動車が中古車市場を通じて社会に流入
することを防止する。鎮以上の市街化地域、高速道路で黄ラベル車の走行を全面
的に禁止し、市街化地域で特定区間・時間の大型トラック、農業用車両の通行を
禁止する。
通知によると、各市の中心市街地では大みそかと元旦の全日、正月 5 日と正
月 15 日の 7 時から 22 時までの時間以外の全期間の花火・爆竹の使用を禁止す
る。三級以上の重汚染天気警報期間は警報地域内での花火・爆竹使用を全面的に
禁止し、花火・爆竹卸売組織と小売店では花火・爆竹の販売を停止する。
通知によると、河北省は大気環境犯罪事件を公表し、考課問責を強化し、今冬
来春の大気汚染防止任務達成状況を環境大気質改善率の重要内容とし、各地区
の共産党・政府指導部とトップリーダーの業績考課に盛り込む。
出典：国務院
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/11/content_2945022.htm

1.10 充電ポール建設を河北大気汚染防止に盛り込む予定
公表日：2015 年 11 月 25 日
情報公表組織：鳳凰ネット
分類：政策ニュース
キーワード：新エネ自動車、グリーンエネルギー
11 月 24 日午前、河北省第 12 期人民代表大会第 18 回会議第 1 回全体会議が
開催された。会議では河北省人民代表大会法制委員会副主任委員の王瑩が「河北
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省大気汚染防止条例（草案）」改正状況の報告を行った。これはこの条例の三回
目の常務委員会会議以上における審議である。今回、新エネルギー自動車充電ポ
ール建設が第三稿に書き込まれた。
「河北省大気汚染防止条例（草案）」第二稿について、ある常務委員会メンバ
ーは、政府が科学的に計画し、公共交通を大いに発展させ、新エネ自動車を普及
させ、高汚染自動車を廃棄しなければならないと述べた。これに基づき、
「河北
省大気汚染防止条例（草案）」第三稿では、区を設けている市の人民政府は都市
機能とレイアウトを最適化し、公共交通優先発展計画を実施し、都市の歩行と自
転車交通システム建設を強化し、公衆のグリーン、低炭素外出を誘導しなければ
ならないと提起した。グリーンエネルギー普及のために、区を設けている市の人
民政府は、都市計画に基づき、燃油自動車保有量を合理的に抑制し、新エネ自動
車を普及させるために、対応する充電所（ポール）、ガスステーションなどのイ
ンフラを建設し、公共交通、タクシー、清掃、郵便などの業種の自動車と公用車
が率先して新エネ自動車を使用しなければならない。県級以上の人民政府担当
部局は高汚染排出の使用中自動車とオフロード車の対策案を制定し、実施しな
ければならない。高排出自動車とオフロード車の前倒し廃棄を奨励する。
出典：鳳凰ネット
URL：http://finance.ifeng.com/a/20151125/14090574_0.shtml

【 2015 年 12 月 】
1.11 河北で再び重汚染天気地域オレンジ緊急対応計画を発動
公表日：2015 年 12 月 9 日
情報公表組織：新華ネット
分類：関連ニュース
キーワード：重汚染天気対応メカニズム、オレンジ緊急対応計画
河北省中南部地域の石家庄、保定、衡水、邢台、邯鄲、定州、辛集、廊坊の 8
市で 12 月 9 日に再び重汚染天気地域オレンジ（Ⅱ級）緊急対応計画が発動され
た。これは河北省でこの半月間で二回目に発動された地域オレンジ緊急対応計
画である。その内、邢台、定州は警報がアップグレードされ、重汚染天気赤色（Ⅰ
級）緊急対応計画が発動された。
記者が河北省環境緊急対応と重汚染天気警報センターで取材したところ、河
北省中南部地域および廊坊市は 12 月 9 日から 10 日、12 月 12 日から 13 日に、
連続して環境大気質指数 300 以上の重汚染天気が出現するだろうということで
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ある。河北省環境大気質リアルタイム公表システムによると、9 日午前 8 時時点
で、衡水、邯鄲のリアルタイム大気質指数（AQI）はすでに計測不能なレベルに
達した。
現在、廊坊、保定、衡水、辛集、邢台、定州で自動車「奇数日奇数番号、偶数
日偶数番号」の走行規制措置が発動され、石家庄、邯鄲では 2 つの末尾番号の走
行規制を行っている。このほかに、オレンジ緊急対応計画を発動した各地区は工
業企業で少なくとも大気汚染物質排出量を 30％減らし、工事を停止し、幼稚園、
小中学校での屋外活動を停止するなどの措置を採っている。
その内、邢台、定州は警報がアップグレードされると、重汚染天気赤色緊急対
応計画が発動される。その場合、工業企業で少なくとも大気汚染物質排出量を
50％減らし、幼稚園、小中学校には休校もしくは屋外活動停止が勧告される。
出典：新華ネット
URL: http://env.people.com.cn/n/2015/1209/c1010-27907142.html

【 2016 年 1 月 】
1.12 北京・天津・河北生態サポート区河北：2016 年には多くの措置を講じて汚
染対策を進め生態を保護
（*関連動向については、大気汚染重点地域の政策動向「1.22 北京・天津・河北
生態環境保護計画提出：五大地域六大任務を決定」をご参照ください。）
公表日：2016 年 1 月 9 日
情報公表組織：中国政府ネット
分類：ニュース動向
キーワード： 生態サポート区、第 13 次五カ年計画、連携規制
「北京・天津・河北生態サポート区」としての河北省の生態的地位は特殊であ
り、同時に大気、水、土壤などの汚染対策任務は重大である。
「第 13 次五カ年計
画」初年の 2016 年に河北省は多くの措置を併用して生態環境改善を促進し、
GDP 当たりのエネルギー消費 3.5％低減、PM2.5 濃度 6％以上低減の目標を実現
する。
石炭が占める比率が高すぎるエネルギー消費構造と高汚染、高排出の工業構
造は、大気汚染物質過剰排出を引き起こし、全省大気汚染深刻化の根本的な原因
である。河北省長の張慶偉は、1 月 8 日の河北省第 12 期人民代表大会第 4 回会
議で行った政府活動報告において、2016 年に河北省は引き続き生産能力の過剰
解消に力を入れ、年内に鉄生産能力を 1,000 万トン、製鋼能力 800 万トン、セ
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メント生産能力 150 万トン、板ガラス生産能力 600 万重量箱を削減すると表明
した。石炭燃焼対策とクリーンエネルギー代替を推進し、引き続き石炭火力発電
所省エネ排出削減計画を実施し、年内に石炭消費 500 万トンを削減し、天然ガ
ス供給量を 100 億㎥にする。
今年、河北省は大気汚染物質連携規制を強化し、民生用石炭、コーキング産業、
露天掘り鉱山、道路車両汚染対策の四大特別行動を展開し、中心市街地からの重
汚染企業移転を加速し、製薬、石油化学、有機化学工業の揮発性有機化合物対策
を確実に行う。
水質汚濁防止の面では、河北は水汚染防止国十条と省五十条を全て実行し、白
洋淀と衡水湖の総合浄化、重汚染河川環境対策攻略戦、集中式飲用水水源地安全
防護の 3 つの特別行動を組織する。土壌の面では、河北省土壌汚染防止行動計
画を制定実施し、土壌分類管理規制を実行し、工業汚染からの土地修復実証試験
を行い、農業大規模家畜家禽飼育場汚染対策を推進する。
汚染物質「減量」実現と同時に、河北省はグリーン攻略戦プロジェクトを実施
し、環境「増量」を拡大する。今年は天然林保護、北京・天津砂嵐発生源対策第
二期、三北防護林、村落緑化と緑の回廊および公益林の重点プロジェクトを推進
し、年内に 420 万ムーを造林緑化する。
出典：中国政府ネット
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/09/content_5031724.htm

1.13 河北立法規定：区設市における市街地面積の 80％以上を高汚染燃料使用
禁止地域に
公表日：2016 年 1 月 13 日
情報公表組織：中国政府ネット
分類：ニュース動向
キーワード：高汚染燃料、排出制限、民生用石炭、クリーンエネルギー
河北は大口の石炭使用省で石炭消費量が多く、石炭使用削減は大気環境質改
善の重点中の重点である。1 月 13 日に可決された「河北省大気汚染防止条例」
は河北の石炭燃焼汚染防止について規定し、区設市の人民政府は市街地面積の
80％以上を高汚染燃料使用禁止区に指定しなければならないと定めた。

「河北省大気汚染防止条例」は 1 月 13 日に河北省第 12 期人民代表大会第 4
回会議で審議可決された。その中で、石炭燃焼汚染防止の面では、石炭減量、燃
焼禁止区画定、炭質管理、ボイラー改造、集中熱供給、農村クリーンエネルギー
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の 6 分野で詳細に規定した。河北省全省の石炭消費はエネルギー消費総量の
85％超を占め、全国平均水準より 20 ポイント近く高く、石炭燃焼削減は大気汚
染対策の重要分野である。条例では、省政府発展改革部局が関係部局と共同で経
済社会発展需要と地域環境資源負荷容量などの条件に基づき、地域石炭総量規
制計画と削減目標を制定し、段階的に石炭の一次エネルギー消費に占める比率
を下げ、区設市、県政府がこれに基づき管轄地域の石炭消費総量規制計画を制定
し実施すると定めた。
燃焼禁止区画定の面で、条例は区設市人民政府が大気環境質改善要求に基づ
き、市街地面積の 80％以上を高汚染燃料燃焼禁止区に指定しなければならず、
県（市、区）人民政府は実情に応じて高汚染燃料燃焼禁止区の範囲を画定するこ
とができると定めた。燃焼禁止区内では石炭、重油などの高汚染燃料を燃やす施
設を新設してはならず、燃焼禁止区内では民生用石炭燃焼を禁止する。
河北農村の民生用石炭排出量は全省石炭燃焼排出総量の 50％超を占める。そ
のため、条例は重点的に「農村クリーンエネルギー」について規定し、各級人民
政府が民生用クリーン燃焼コンロの普及を図り、環境保護要求に適合しないコ
ンロの生産、販売、使用を厳禁しなければならないと規定した。農村地区クリー
ン成形炭配送網の全域カバーを実現し、高硫黄分と低品質の石炭使用を厳禁す
る。太陽エネルギー、電力、ガス、バイオガスなどの普及を図り、農村クリーン
エネルギー代替と開発利用を推進する。
出典：中国政府ネット
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/13/content_5032599.htm

1.14 河北は大気重汚染企業に対し差別化費用徴収政策を実施
公表日：2016 年 1 月 14 日
情報公表組織：中国政府ネット
分類：ニュース動向
キーワード： 汚染排出費徴収、老朽生産設備の廃棄
工業企業大気汚染防止を促進するために、河北省は 1 月 13 日に「河北省大気
汚染防止条例」を可決し、生産能力過剰が深刻な業種と大気重汚染企業に対して、
段階式汚染排出費徴収、差別化与信、差別化水価格、懲罰的電気価格などの差別
化費用徴収政策を実施すると規定した。
「河北省大気汚染防止条例」は老朽生産設備の廃棄、汚染産業の制限、有毒有
害汚染物質規制、有機廃ガス規制、ボイラー基準などについて明確に規定した。
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この条例によって、河北省工業・情報化部局は同省の発展改革、環境保護、品
質監督などの部局と共同で国家老朽生産プロセス設備と製品廃棄指導目録に従
い、老朽生産プロセス・設備と製品目録を提出する。大気重汚染を引き起こす可
能性のある鉄鋼、セメント、ガラス、化学合成、生物製剤などの工業プロジェク
トの新設、改築、拡張を厳格に規制する。
出典：中国政府ネット
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/13/content_5032599.htm

【 2016 年 2 月 】
1.15 河北保定「石炭不使用市街地」を作って大気汚染を防止
公表日：2016 年 2 月 25 日
情報公表組織：中国ニュースネット
分類：政策動向
キーワード：石炭燃焼、黄ラベル車、石油のガス転換、建物省エネ基準
環境保護部の公表によると、河北保定は北京・天津・河北、長江デルタ、珠江
デルタなど重点地域と直轄市、省都など 74 都市の大気質ランキングにおいて二
年連続最下位であった。
保定市第 14 期人民代表大会第 4 回会議で公布された「保定市国民経済社会発
展第 13 次五カ年計画綱要」（草案）は、今後 5 年で集中暖房、石炭ボイラー代
替改造、クリーンエネルギー普及、石炭使用規制、環境保護型コンロへの交換、
発じん汚染抑制、小企業と鉱山の整理、揮発性有機化合物対策、自動車汚染対策、
農村汚染対策などの大気汚染対策事業を実施すると明記した。
保定市市長の馬誉峰によると、第 12 次五カ年計画期間において、市は「石炭
圧縮、発じん抑制、自動車規制、排出削減、企業移転、緑地増大」を主軸に、分
散石炭ボイラー2,532 台を廃棄改造したほか、黄ラベル車 10.6 万台を廃棄し、
市街地で営業する 870 台の路線バス、3,036 台のタクシー全てで「石油のガス転
換」を実現させた。市街地に新たに緑地面積を 1.37 万ムー増やし、全市で植樹
造林を 360 万ムー行った。2015 年、市街地の PM2.5 を前年比で 17.1％、PM10
を 22.3％減少させた。
馬誉峰によると、2018 年より当市の新築建物には強制省エネ基準が厳しく適
用されることになり、併せて工業団地循環化改造事業が開始される。2018 年末
までに、5 つの区の市街地で「無石炭区」をほぼ達成し、全市の大気重汚染企業
移転と小型汚染企業整理任務をほぼ終了させる。2020 年には、全市の森林被覆
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率を 35％に高め、汚染対策と生態修復において重大なブレークスルーを実現し、
青い空、緑一杯の大地、そして水がきれいで、村が美しい生態環境をほぼ実現す
る。
出典：中国ニュースネット
URL：http://legal.gmw.cn/2016-02/25/content_19035311.htm

1.16 河北はスモッグ対策として石炭を規制：小型石炭ボイラー1 万台以上を廃
棄
公表日：2016 年 2 月 27 日
情報公表組織：中央政府ポータルサイト
分類：ニュース動向
キーワード：クリーンエネルギー、石炭ボイラー、石炭火力発電装置改造、生
産能力構造調整
石炭中心のエネルギー構造は深刻な河北大気汚染の重要原因の一つであり、
河北は昨年から重点的に石炭抑制攻略戦を展開し、石炭減量とクリーン利用を
推進している。現在までに小型石炭ボイラー12,009 台、約 3 万蒸気トンを廃棄
し、市街地の 10 蒸気トン以下の石炭ボイラーは全て廃棄した。
記者が河北省環境保護庁を取材したところ、2015 年に河北は石炭火力発電装
置の超低濃度排出アップグレード改造、中実煉瓦窯の閉鎖、石炭ボイラー整理な
どの実施を通じて、全省で石炭消費を 500 万トン削減した。現在までに小型石
炭ボイラーを 12,009 台、約 3 万蒸気トンを廃棄し、市街地の 10 蒸気トン以下
の石炭ボイラーは全て廃棄した。石炭火力発電装置の超低濃度排出改造を 252
台完了したほか、中実煉瓦窯を 2,780 基閉鎖し、260 万トンの石炭燃焼排ガス低
空直接排出問題を徹底的に解決した。
鉄鋼、セメント、ガラスなどの在来産業は大口石炭消費者であり、河北は強力
に生産能力削減、産業構造調整を進め、2015 年に製鉄能力 557 万トン、製鋼能
力 630 万トン、セメント生産能力 625 万トン、板ガラス 443 万重量箱分を削減
した。セメント、ガラス削減任務は 2 年前倒しで達成された。
2015 年、河北省の PM2.5 平均濃度は 77 ㎍/㎥で、2014 年比 18.9％低下した。
全省の二酸化硫黄平均濃度は連続 12 か月前年同期比低下を実現し、低下幅は
25％に達し、河北の石炭燃焼対策と工業対策措置が顕著な成果を上げているこ
とがわかる。
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出典：中央政府ポータルサイト
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-02/27/content_5046951.htm

2. 山西省
【 2015 年 5 月 】
2.1 山西省：「山西省大気汚染防止 2015 年行動計画」を公布
公表日：2015 年 5 月 4 日

実施日：2015 年度

情報公表組織：山西省人民政府弁公庁
分類：政策公布
キーワード：山西省、PM2.5、PM10、年間事業任務
2015 年 5 月 4 日、山西省人民政府弁公庁は「山西省大気汚染防止 2015 年行
動計画」を配布した。
「行動計画」の目標は全省の環境大気質の持続的好転であ
り、11 の区設市の PM10、PM2.5 の年間平均濃度を 2013 年比で 4％と 8％以上
低下させ、6.25％と 12.5％低下させるよう努力することである。
本年度の重点任務は 10 分野、36 項目である。
（一）産業構造調整最適化。生
産設備増強プロジェクト承認審査の厳禁、生産設備の大幅過剰業種が規則に違
反し建設したプロジェクトの整理整頓、一群のアルミニウム電解、セメント生産
設備の廃棄、重度汚染企業の環境保護目的での工場移転、風力発電設備と太陽光
発電設備の新設。
（二）クリーナープロダクション。鉄鋼、セメント、化学工業、
非鉄金属製錬などの重点業種企業のクリーナープロダクション審査をすべて完
了する。（三）石炭管理と石油製品供給。炭鉱に石炭洗選加工施設を併設させ、
車用ガソリン・ディーゼル油を国 4 基準に適合させる。
（四）石炭ボイラー整理。
蒸気換算 10 トン/時間以下の石炭ボイラーを全量廃棄し、小型石炭ボイラーを
一定量廃棄し、石炭ボイラー大気汚染物質排出総合取締を実施し、使用中の石炭
ボイラーの汚染防止レベルを向上させ、石炭ボイラーのクリーンエネルギーに
よる代替を一定量完了させる。
（五）工業大気汚染対策。全省の新設一般石炭火
力発電装置に超低排出基準Ⅰ、Ⅱを適用し、火力発電、鉄鋼、セメント、非鉄金
属製錬、板ガラスの各業種の国レベル監視、省レベル監視の重点工業企業と蒸気
換算 20 トン以上の石炭ボイラーに廃ガス排出自動監視設備を設置し、ばいじ
ん・粉じん監視ファクターを増設し、火力発電、鉄鋼、セメント、コーキング、
板ガラスの各企業と石炭ボイラーの大気汚染物質防止設備の基準向上改良を完
了させ、飛散粉じん規制を実施する。
（六）都市飛散粉じん汚染規制。工事現場

24

の飛散粉じん汚染規制を全面的に強化し、道路機械化清掃を実施し、緑化率を上
げる。
（七）自動車汚染防止。黄ラベル車と老朽自動車を廃棄し、規則に従って
自動車環境保護合格マークを発行し、省、市の両方の自動車汚染排出監視プラッ
トフォーム建設を完了させ、新エネルギー自動車を普及させ、都市路線バス網建
設を加速し、歩道と自転車道の交通システム建設を強化する。
（八）建物省エネ
と暖房熱計量。集中暖房率を上げ、すべての新規計画建物に対し厳格に民生用建
物省エネ強制基準を適用し、既存居住用建物の暖房熱計量と省エネ改良を一定
量実施する。
（九）大気汚染防止資金投入。政府、企業、社会の多元的投資メカ
ニズムを構築する。
（十）大気環境管理。省内全域で PM2.5 監視を行い、大気汚
染防止の各重点任務管理台帳を作成し、重度汚染気象予報警報システムおよび
大気自動モニタリング品質管理体系を改善し、情報公開を促進する。
行動目標を実現するために、組織指導を強化しなければならない。山西省大気
汚染防止業務指導チームが統一調整と全省の大気汚染防止業務の指導を担当す
る。各部局の責任を具体化し、各関係部局は業務分担に従って対策を実行し、密
接に協力して力を合わせなければならない。科学技術サポートを強化し、各種の
研究機関、大学、企業および関係組織をまとめて大気環境容量、汚染原因、処理
技術などの研究を進め、科学的政策決定のための有力なサポートを提供し、先進
適正技術の実証と普及を加速する。資金の誘導効果を発揮し、財政投入を増やし、
報奨、補助金、利子補助などの形式で改良、廃棄などのプロジェクトを支援し、
重点業種モデルプロジェクトに対して誘導型資金支援を与える。情報公開を推
進し、毎月 11 区設市の大気質順位を公表し、大気質監視データ、新設プロジェ
クト環境影響評価、企業汚染物質排出、処理施設運転などの状況を公開し、公衆
の監督を受ける。
出典：山西省人民政府弁公庁
URL：
http://www.shanxigov.cn/n16/n1203/n1866/n5130/n31265/18864274.html

【 2016 年 2 月 】
2.2 山西 3 件の冬季大気汚染防止特別監督検査事例を公表
公表日：2016 年 2 月 16 日
情報公表組織：中央政府ポータルサイト
分類：ニュース動向
キーワード：環境監察、環境法令違反
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2 月初め、山西省環境保護庁は 2016 年冬季大気汚染防止特別監督検査中の 3
件の典型事例を公表し、関係責任者に喚問、警告などの処分を行った。
2015 年 11 月以降、環境保護部華北監察センターは省環境保護局と共同で、
忻州市、陽泉市の大気汚染防止事業実施状況を監督検査し、一部の工業企業で環
境問題が顕著、面源汚染が深刻、小企業の違法行為が後を絶たないなど一連の環
境汚染問題の存在を発見した。省環境保護庁は原平市盾安省エネ熱力有限公司
の法令違反、定襄県熱力有限公司の環境法令違反、平定県、盂県などでの小企業
閉鎖後の操業再開の 3 件の典型事件を調査、処罰し、全省に公表した。
2015 年 11 月 19 日、原平市盾安省エネ熱力有限公司は 4 台の 100 トンボイ
ラーに脱硫脱硝設備が完成していない状況下で運転を開始した。また、3♯装置
の電気集じん機が故障したため煙突から排出される排煙は黒く、ダスト濃度は
高く、長くたなびいていた。発生した集じん灰の運送過程の管理は粗く、大量の
集じんダストが貯蔵建屋内に舞い上がり、二次飛散粉じん汚染が深刻となった。
原平市は法に従い当該公司に 8 万元の過料を科し、併せて高硫黄低炭素石炭を
燃料に用いることを厳格に規制し、脱硫、脱硝などの汚染防止設備を 12 月 15
日までに稼働させるよう要求し、モニタリングで二酸化硫黄、窒素酸化物、ダス
トなどの汚染物質の基準超過が深刻な場合は、日毎連続過料を科すことにした。
現時点では是正が完了し稼働している。
定襄県熱力有限公司の一部のボイラー排煙はバイパスから煙突に入って放出
されており、脱硫塔内に脱硫液を入れて循環運転していなかった。定襄県環境保
護局は法に従い当該公司に 5 万元の過料を科し、市県両級の是正要求に従い、
直ちに脱硫設備を修復するよう命じた。
平定県は石灰、耐火材料生産小企業の汚染が深刻である。石門口郷大石門村か
ら鎖簧鎮立壁村までの間に小規模石灰窯が多く存在するが、生産設備は粗末で、
環境対策はされず、汚染は深刻である。盂県太陽高速 48km～49km の両側には
多くの小規模窯があり、大量のダストと粉じんを放出し、周辺環境への影響は顕
著である。これらについて、陽泉市政府は「陽泉市小規模石炭焚きエトリンガイ
ト立窯、石灰窯取締閉鎖業務規範」を制定し、爆破、取り壊しなどの方法により、
2016 年 1 月 20 日時点で、1,150 基の小規模石灰、小規模耐火材料生産企業を取
り締まった。
また、3 件の事例についてそれぞれの責任者を喚問、警告処分に処した。
出典：中央政府ポータルサイト
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-02/16/content_5041454.htm
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3. 江蘇省
【 2015 年 9 月 】
3.1 江蘇省：省政治協商会議が主席会議を開いて大気汚染防止重点提案を指揮
監督
公表日：2015 年 9 月 6 日
情報公表組織：江蘇省環境保護庁
分類：政策動向
キーワード：江蘇省、大気汚染防止
2015 年 9 月 2 日、江蘇省政治協商会議は第 11 期第 23 回主席会議を開催し、
全国政治協商会議第 12 期第 12 回常務委員会会議の精神を伝達した。
「都市大気
質改善」をテーマに、致公党江蘇省委員会、九三学社江蘇省委員会と趙春傑、陳
如山委員が提出した大気汚染防止に関する提案について実施を督促した。省政
治協商会議の張連珍主席が出席して演説を行った。
近年、共産党省委員会と省政府は、中共第 18 回大会、第 18 期第 3 回、第 4
回中央委員会全体会議の精神と習近平総書記の一連の重要演説、とりわけ江蘇
省視察時の重要演説の精神を真剣かつ徹底的に具体化し、大気汚染防止がエコ
文明建設の最重要課題であることを一貫して堅持し、引き続き「碧水藍天」プロ
ジェクトを実施しており、大気汚染防止事業は著しい成果を上げている。大気汚
染防止を徹底推進するには、第一に、大気汚染防止意識をさらに強化し、大気汚
染防止の重要性と緊迫性を深刻に認識し、大気汚染防止事業をより重要な位置
に置き、着実に各種防止措置を実行しなければならない。第二に、大気汚染防止
事業を統一計画し、保護と発展の関係、現在と長期の関係を正確に処理し、長期
効果メカニズムを改善し、法に従った汚染対策、科学的な汚染対策、体系的な汚
染対策を徹底実施し、経済社会と環境保護の調和的発展を推進しなければなら
ない。第三に、多部局合同取締メカニズム、情報共有メカニズム、予報警報協議
メカニズム、重汚染気象緊急合同対処メカニズムなどを構築整備し、政府監督、
公衆参加、共同対策、共同予防管理の汚染防止メカニズムを至急構築し、大気汚
染防止事業推進の凝集力を形成するよう努力しなければならない。第四に、安全
な発展の理念を構築し、全社会への安全知識の普及と宣伝を強化し、突発産業事
故による大気汚染リスクの防止と対処能力を高めなければならない。
共産党省委員会常務委員、副省長の徐鳴が省政府を代表して状況報告を行い、
意見・提言を聴取した。昨年来、江蘇省は習近平総書記の江蘇省の業務に対する
指示を全面的に徹底実行し、大気汚染防止を省政府「十大主要任務・百項目重点
業務」に盛り込み、南京ユースオリンピックと国家公祭日の大気質保障業務の成
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功経験を総括して長期効果メカニズムに転化し、全省の大気質は著しく改善し
ている。今後、引き続き「江蘇省大気汚染防止条例」、
「大気十条」および省実施
プランの実行に力を入れ、強力に産業構造調整と石炭燃焼汚染規制を行い、体系
的に汚染対策を推進し、監督取締を厳格に実施し、効果的に重汚染気象に対応し
て、大気質の持続的改善に努力する。
南京市の関係責任者が南京市大気汚染防止業務状況を報告し、委員の意見を
聴取した。8 月 31 日、省政治協商会議メンバーと一部の委員、提案組織の責任
者が江蘇南熱発電有限公司スーパークリーン排出改造プロジェクト、南京化学
工業園区緊急対応センター、藍星安迪蘇化工有限公司揮発性有機化合物処理設
備の現場を視察した。
出典：江蘇省環境保護庁
URL：
http://www.jshb.gov.cn/jshbw/xwdt/slyw/201509/t20150906_318676.html

3.2 江蘇省：黄ラベル車廃棄事業を全力で推進
（*関連動向については、大気汚染重点地域の政策動向「2.1. 長江デルタ地域汚
染対策協力は 10 の重点項目に焦点を当てる：今年 6 月末までに三省一市の石炭
消費削減総量を決定」をご参照ください。）
公表日：2015 年 9 月 21 日
情報公表組織：江蘇省環境保護庁
分類：政策動向
キーワード：江蘇省、黄ラベル車
9 月 22 日の世界ノーカー・デーに際し、江蘇省環境保護庁は省内の主なメデ
ィアを集め、江蘇省で推進している黄ラベル車廃棄事業を説明した。
自動車排ガスは大気質に影響する重要因子になっており、自動車排ガス汚染
対策の緊急性は高まっている。「2013 年中国自動車汚染対策年報」によると、
2012 年の全国の自動車排出汚染物質は 4,600 万トン以上、その内、自動車保有
台数の 13.4％を占める「黄ラベル車」は NOx の 58.2％、PM の 81.9％、CO の
52.5％、HC の 56.8％を排出する。2013 年 9 月、国家「大気汚染防止行動計画」
は「黄ラベル車と老朽自動車の廃棄を加速し、2015 年に 2005 年末までに登録
した営業用の黄ラベル車を廃棄し、北京・天津・河北、長江デルタ、珠江デルタ
の各地域内の 500 万台の黄ラベル車をほぼ廃棄する。2017 年に、全国の黄ラベ
ル車をほぼ廃棄する」とした。今年の政府報告で再び「2005 年末までに登録し
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た営業用黄ラベル車はすべて廃棄しなければならない」と強調した。
江蘇省は国家決定を真摯に実行し、黄ラベル車廃棄を一貫して大気汚染防止
事業の重点とし、毎年初めに廃棄目標を全て分割して各市、県に割り振り、補助
金誘導、走行制限、監督強化、特別取締などの措置を総合的に運用してきた。補
助金誘導について、2015 年省財政は黄ラベル車と老朽車両淘汰の省補助基準を
旧来のベースから 1.5 倍に引き上げ、併せて全省の年間廃棄目標に応じて補助
金 5 億元余りを交付した。各市も積極的に地方補助金政策を打ち出し、自動車
所有者が自発的に黄ラベル車を廃棄するよう誘導した。走行制限については、
2014 年に実施した「江蘇省自動車排ガス汚染防止条例」は黄ラベル車走行制限
エリア決定に法的根拠を与えた。現在、省内各市、県の全てで市街地黄ラベル車
走行禁止管理を実施している。監督強化については、公安と環境保護部局が緊密
に協力し、非現場撮影と現場取締の組み合わせなどの手段を使って交通取締を
強化し、黄ラベル車走行制限規定を厳格に実行し、黄ラベル車の自発的廃棄を迫
った。特別取締については、公安機関が関係部局と共同で不定期に段階的特別取
締を実施し、重点的に住宅街、組織の敷地内、道路の両側、裏通りと路地、駐車
場などの場所で全面検査を実施し、長期間放置されている老朽車両を処分した。
各地区、各部局の共同の努力で、今年は江蘇省の黄ラベル車と老朽車両の廃棄事
業は順調に進んでおり、現在すでに 21 万台以上を廃棄した。
最近、長江デルタ地域大気汚染防止協力弁公室は「長江デルタ地域高汚染車両
環境保護対策共同推進行動計画」を配布し、長江デルタ地域内でより厳しい措置
を実施し、共同で黄ラベル車の走行規制を実施し、黄ラベル車環境保護検査の回
数を増やし、営業車両環境保護管理を強化し、地域内黄ラベル車廃棄を加速する
こととした。
出典：江蘇省環境保護庁
URL：
http://www.jshb.gov.cn/jshbw/xwdt/slyw/201509/t20150921_320842.html

3.3 江蘇省：揮発性有機化合物排出費徴収を計画

屋外塗装には過料

公表日：2015 年 9 月 1 日
情報公表組織：江蘇省環境保護庁
分類：政策動向
キーワード：揮発性有機化合物 、汚染排出費徴収、管理規則、意見募集
先日、江蘇省環境保護庁は「江蘇省大気揮発性有機化合物汚染防止管理規則」
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（意見募集稿）を発表し、2015 年 9 月 14 日までパブリックコメントを募集す
る。
江蘇省環境保護部局の説明によると、VOCs 排出を抑制するために、江蘇省は
重点的に化学工業、クリーニング業、印刷業、表面塗装業に対して汚染排出対策
を実施する。
「意見募集稿」によると、今後大気中に揮発性有機化合物を排出する企業は、
規定に従い汚染排出費を納付しなければならない。揮発性有機化合物汚染排出
費の徴収と使用規則は省財政、物価、環境保護主管部局が制定する。
「意見募集稿」は揮発性有機化合物の生産、貯蔵、クリーニング、自動車整備、
農薬散布について詳細な規定を設けている。例えば、県級以上の地方人民政府は
開放式と半開放式のドライクリーニング機を段階的に廃棄しなければならない。
市街地ではすべて密閉式ドライクリーニング機を使用しなければならない。ド
ライクリーニング剤と染色剤は必ず密閉保存し、廃棄物残渣は必ず密閉し、併せ
て資格のある廃棄物処理業者が統一回収処理しなければならない。自動車整備
業で使用する塗料は必ず国家と地区の揮発性有機化合物含有量限度基準に適合
しなければならない。有機溶剤タイプの塗料を使用する自動車整備業は、その塗
装と乾燥作業は必ず逸散廃ガス捕集システムのある密閉作業場内で行わなけれ
ばならず、屋外での塗装作業を禁止する。
「意見募集稿」の中で初めて一部の揮発性有機化合物の規則違反排出行為につ
いて罰則規定を置いた。例えば、重点汚染物質排出企業が揮発性有機化合物関連
の環境情報を公開せず、もしくは正直に公開しなかったときは、2 万元以上 10
万元以下の過料を科す。自動車整備活動の屋外塗装により周囲の環境に影響を
与えたときは、是正を命じ、2 千元以上 2 万元以下の過料を科す。
出典：江蘇省環境保護庁
URL：http://www.in-en.com/article/html/energy-2237325.shtml
http://www.jshb.gov.cn/jshbw/ltgc/qtlm/201508/t20150828_318257.html

【 2015 年 11 月 】
3.4 江蘇は来年汚染排出費徴収基準を上げる予定
公表日：2015 年 11 月 29 日
情報公表組織：新華ネット
分類：政策動向
キーワード：汚染排出費徴収、費用徴収の差別化
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新しい「大気汚染防止法」が 2016 年 1 月 1 日より施行されるのに伴い、南京
を含む全省ですでに自動車排ガス、黄ラベル車廃棄、石炭火力発電所などの大気
質汚染業種について、基準厳格化、廃棄、環境保護対策などの措置を実施した。
大部分のプロジェクトは順調に進んでいるが、一部の任務、とりわけ黄ラベル車
廃棄考課指標について、江蘇省は全国的に後れを取っている。いろいろな客観的
原因はあるが、経済的利益を前にして経営者に自発的な環境保護意識がないと
いうことが主要問題であるとみなされている。
企業、経営者個人に迫って自発的に環境を保護させるために、来年 1 月 1 日
から江蘇省では二酸化硫黄などの主要汚染物質排出費徴収基準を大幅に調整す
る。これは江蘇省が 2007 年に率先して汚染排出費徴収基準を全面的に引き上げ
て以来の引き上げである。なかでも、主要汚染物質徴収基準を 3 倍に引き上げ、
併せて費用徴収の差別化も実施する。
記者の取材では、主要汚染物質排出費徴収基準の調整は 2 段階で行われる。
2016 年 1 月 1 日～2017 年 12 月 31 日は、廃ガス中の二酸化硫黄、窒素酸化物、
ダストの汚染因子排出費徴収基準を汚染当量あたり 1.2 元から 3.6 元に引き上
げる。汚水中の化学的酸素要求量、アンモニア態窒素、5 種類の重金属（鉛、水
銀、クロム、カドミウム、金属ヒ素）汚染排出費徴収基準を汚染当量あたり 1.4
元（太湖流域）と 0.9 元（非太湖流域）から統一して当量あたり 4.2 元に引き上
げる。
第二段階は 2018 年 1 月 1 日から始まり、徴収額は現在の基準の 4 倍になる。
つまり、上述の廃ガス汚染因子排出費徴収基準は汚染当量あたり 4.8 元に、上述
の廃水汚染因子排出費徴収基準は当量あたり 5.6 元に調整される。それにとど
まらず、各汚水排出口で、5 種類の主要重金属汚染物質（鉛、水銀、クロム、カ
ドミウム、金属ヒ素）すべてについて汚染排出費を徴収する。その他の汚染物質
は汚染当量数の多い方から少ない方に順に、3 種類以下の汚染物質について排出
費を徴収する。言い換えれば、企業の汚染物質の量や種類が多いほど、汚染排出
費は現在の基準の数倍になる。しかもこれは天井価格ではない。なぜなら上述の
費用徴収基準は最低徴収基準であり、省内の汚染重点防止地域と経済発達地区
ではより高い基準で徴収するよう奨励するからである。
これについて、江蘇省環境保護部局の担当者は、高基準の懲罰的費用徴収とセ
ットで、江蘇省は特に差別的な汚染排出費徴収政策を実施すると強調している。
汚染対策効果が高い企業に対しては低い基準で徴収するが、基準超過もしくは
排出総量超過および廃棄すべき老朽生産設備の企業については、基準の倍の費
用を徴収する。
出典：新華ネット
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URL：http://www.js.xinhuanet.com/2015-11/29/c_1117295604.htm

【 2016 年 2 月 】
3.5 江蘇省政府が 2016 年度重点監督検査事項を決定
公表日：2016 年 2 月 24 日
情報公表組織：新華日報
分類：政策動向
キーワード：揮発性有機化合物、逸散排出、常時監視
江蘇省政府の承認を得て、江蘇省政府弁公庁は先日「2016 年度監督検査業務
要点の配布に関する省政府通知」を下達し、政府系統の監督検査業務について手
配を行い、省政府の今年の 17 項目重点監督検査事項を決定した。
共産党省委員会、省政府は監督検査業務を非常に重視し、政府意識、大局意識、
コア意識、
「常に党中央および党の理論・方針を基本方向として整列する」意識
を着実に増強し、
「三厳三実」の自覚的実践を要求し、粘り強く、休むことなく、
党中央、国務院重大決定配置の貫徹事項に励むことを要求した。羅志軍書記と石
泰峰省長はたびたび監督検査業務について指示を出し、各地区各部局が習近平
総書記の一連の重要演説、とりわけ江蘇視察重要演説の精神を徹底貫徹し、中央
大政方針と省委員会の全体配置を真剣に実行し、イノベーション、協調、グリー
ン、開放、共有の発展理念を強固に確立し、七大戦略を徹底実施し、八項目工程
を着実に推進し、構造的改革の新要求をめぐって、中央重点監督検査事項、省委
員会・省政府の監督検査を重点的に行い、第 13 次五カ年計画発展の良好なスタ
ートを実現するよう努力し、
「強富美高」新江蘇建設のためにたゆまず奮闘しな
ければならないと要求した。
通知によると、2016 年に省政府は重点的に以下の監督検査事項に取り組む。
全省の政府系統の共産党第 18 期第 3 回、第 4 回、第 5 回中央委員会全体会議と
習近平総書記の一連の重要演説の精神の徹底実行状況、および省の党委員会第
12 期第 11 回全体会議の配置と省委員会常務委員会 2016 年事業要点の政府レベ
ルに関係する事項の徹底実行状況。全省政府系統の中央八項規定、「約法三章」
と省委員会十項規定の貫徹実行状況。国務院の安定成長・改革促進・構造調整・
民生政策措置の実施状況。全国と省人民代表大会で承認された「政府活動報告」
で決定した重点活動任務実施状況。サプライサイド構造改革推進の生産能力削
減、在庫削減、脱レバレッジ、コスト引き下げ、不足補充の五大任務の実施状況。
国家「一帯一路」、長江経済帯などの戦略配置状況。中央と省の重大投資プロジ
ェクト実施状況。貧困対策開発年度目標任務実施状況。国家新型都市化総合パイ
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ロット事業推進状況。軍民融合発展事業実施状況。開放型経済転換アップグレー
ド加速と通年輸出入のプラス成長目標任務の実施状況。行政審査制度改革徹底、
政府職能転換加速状況。全省教育会議精神貫徹実行状況と義務教育学校標準化
徹底推進および教育情報化水準向上状況。省級総合医療改革パイロット事業推
進状況。
「江蘇省養老サービス条例」貫徹実行状況。大気汚染防止行動計画実行
状況。安全生産責任制実行状況。
通知によると、省政府年次監督検査事項は省政府担当リーダーが調整を主導
し、省政府弁公庁が取りまとめ、省関係部局が実施する。各地区各部局は年次監
督検査事項実施状況を重要な職責とし、検査督促の上で引き続き力を出し、多く
の措置を講じて業務の実行を推進しなければならないと要求した。監督検査結
果の運用を強化し、プラスの激励を実行し、責任追及を実行する。実施成績が突
出し、成果が顕著な地方と部局に対しては表彰し、併せて相応の激励措置を採る。
事業実施が不十分な場合は期限を定めて是正を督促し、是正しない場合は責任
を追及し、党中央、国務院、党省委員会、省政府の重大政策決定配置の効果を創
出させる。
出典：新華日報
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-02/24/content_5045471.htm

4. 広東省
【 2015 年 5 月 】
4.1 広東省：「広東省大気汚染防止 2015 年度実施プラン」を公布
公表日：2015 年 5 月 29 日

実施日：2015 年度

情報公表組織：広東省環境保護庁
分類：政策公布
キーワード：広東省、PM2.5、PM10、年間事業任務
2015 年 5 月 29 日、広東省環境保護庁は各地区級以上の市、順徳区人民政府
および省政府関係部局、直属機関に向けて「広東省大気汚染防止 2015 年度実施
プラン」を配布した。
「プラン」は各市の PM2.5 と PM10 年間平均濃度についての要求を詳細化した。
広州、陽江、順徳は PM2.5 の年間平均濃度が 2014 年を超えない。仏山と東莞は
PM2.5 の年平均濃度を 2013 年比で 6％下げる。中山、江門、肇慶は PM2.5 の年
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間平均濃度を 2013 年比で 4.5％下げる。珠海と恵州は PM2.5 の年間平均濃度を
2013 年比で 2.4％下げる。河源と茂名は PM2.5 の年間平均濃度が 38mg/㎥を超
えない。広州、深圳、恵州、汕尾、東莞、江門、湛江、茂名、肇慶、順徳は PM10
の年間平均濃度が 2014 年を超えない。汕頭、梅州、清遠、潮州、掲陽は PM10
の年間平均濃度を 2014 年比で 5％下げる。珠海、仏山、韶関、中山は PM10 の
年間平均濃度を 2013 年比で 5％下げる。河源、陽江、雲浮は PM10 の年間平均
濃度を 2014 年比で 2％下げる。
本年度の重点業務は以下の通り。
（一）総合対策に力を入れ、多汚染物質排出
を減らす。小型石炭ボイラーを廃棄し、工業（産業）団地集中暖房を推進する。
重点業種に脱硫、脱硝、除じん施設を作り、石油化学業種 VOCs 総合対策を全
面的に推進しする。中心市街地内の工事現場と輸送過程で飛散粉じんを厳格に
規制し、都市交通管理を強化する。新エネルギー自動車比率を高め、黄ラベル車
の廃棄、自動車排出基準の実施および車用精製油品質向上を加速し、自動車監督
管理のキャパシティービルディングを強化する。
（二）産業構造を調整最適化し、
産業転換アップグレードを推進する。老朽生産設備を廃棄し、より広範、より高
基準の重点業種老朽生産設備廃棄政策と関連政策を制定し、整理改良後も環境、
エネルギー消費、品質、安全などでなお基準に達しない老朽生産設備を廃棄する。
セメント業種ではすべてのシャフトキルンなどの旧式生産設備を廃棄し、過剰
生産設備を圧縮し、鉄鋼、セメント、船舶などの業種の過剰生産設備を厳格に規
制する。
（三）クリーナープロダクションを推進する。鉄鋼、セメント、化学工
業、石油化学、非鉄金属製錬の各重点業種の企業で全てクリーナープロダクショ
ン審査を完了する。
（四）エネルギー構造調整を加速し、クリーンエネルギー供
給を増やす。石炭消費総量を規制し、天然ガス供給範囲を広げる。
（五）産業空
間配置を最適化する。韶関冶金精錬工場を環境保護目的で移転させ、年間重度汚
染企業環境保護移転任務を達成する。
（六）環境監督管理能力を高め、環境保護
取締を強化する。環境保護部局と関連部局の合同取締と情報共有を強化し、各地
の重点環境問題について公開監督し、重度汚染業種企業の環境情報を強制公開
させる。
（七）監視予報警報緊急対応体系を構築し、重度汚染気象に適切に対応
する。
7 分類 377 項目の 2015 年重点プロジェクトを設定した。それは工業用石炭ボ
イラー廃棄、工業ばいじん対策、石油化学企業 LDAR 技術応用と有機廃ガス総
合対策、老朽生産設備の廃棄、板ガラス汚染取締、窯業汚染取締、バルク埠頭飛
散粉じん対策である。
プランの実施を保障するため、
「広東省大気汚染防止アクションプラン（20142017 年）重点任務分担と重点プロジェクト表」
（粤環〔2014〕12 号）の要求に
基づき、年間業務の割り振りを実施しなければならない。投入資金を確保し、政
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府、企業、社会の多元的投資メカニズムを構築し、融資ルートを広げなければな
らない。政策保障を強化し、年次実施プランの実施状況の監督追跡と評価考課を
強化し、大気汚染防止業務の考課要求に厳格に従い、各地の業務の進捗状況を査
察し、併せて社会に公開しなければならない。
出典：広東省環境保護庁
URL：
http://www.gdep.gov.cn/zwxx_1/zfgw/shbtwj/201506/t20150602_202019.html

【 2015 年 11 月 】
4.2 広東省が全省で市街地での石炭などの高汚染燃料使用禁止を予定
公表日：2015 年 11 月 23 日
情報公表組織：南方日報
分類：政策動向
キーワード：クリーンエネルギー、省エネ排出削減、多部局連携、高汚染燃料
使用禁止エリア
ボイラー汚染の改善は広東省排出削減目標の達成と大気質の改善に関わるこ
とから、燃料クリーン化を加速し、ボイラーの大気汚染物質排出をさらに減らす
ために、省環境保護庁は省発展改革委員会、経済・情報化委員会、品質技術監督
局と共同で、
「広東省ボイラー汚染改善実施プラン（2016～2018）」
（意見募集稿）
を作成した。記者は今日、省環境保護庁がこの「意見募集稿」を社会に公表して
11 月 30 日までパブリックコメントを募集することを知った。広東省の関係部
局はこのプランの実施貫徹と大気汚染防止業務考課を結合し、責任分担を明確
にし、多部局連携を実施する予定である。
2017 年に天然ガスを珠江デルタ産業集積区に通すよう努力する
ボイラー燃料の中で、天然ガスは石炭に代わるクリーンエネルギーと見なさ
れている。省環境保護庁によると、2015 年末に珠江デルタの主要都市をカバー
する天然ガス幹線網が完成し、石炭総量が抑制されるため、一連の第三者運営に
よる標準化されたバイオマス成型燃料ボイラープロジェクトとバイオマスガス
化プロジェクトが実施された。しかし、珠江デルタ地区では天然ガス枝管網の敷
設が不十分で、非珠江デルタ地区では幹線網も完全に敷設されておらず、天然ガ
スパイプラインは全省のガス需要のある工業団地と珠江デルタ地区の産業集積
区に通っていない。
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これらの点について、
「意見募集稿」は、さらに非化石エネルギー、とりわけ
天然ガスのボイラー燃料消費における比率を高めることを提起している。2017
年末に天然ガスパイプラインを全省のガス需要のある工業団地と珠江デルタ地
区産業集積区に通すよう努力し、ボイラー用天然ガス価格の低下を促進する。
高汚染燃料使用禁止エリアを来年末には省東西北部の市街地に広げる
石炭燃焼汚染を減らすために、広東省は数年来珠江デルタから続々と高汚染
燃料使用禁止エリアを増やしている。省環境保護庁の説明によると、現在各地区
級以上の市全てで高汚染燃料使用禁止エリアが設定されており、珠江デルタ各
都市の高汚染燃料使用禁止エリアは市街化地域で指定され、その内深圳は全市
域を高汚染燃料使用禁止エリアに指定している。非珠江デルタ地区の高汚染燃
料使用禁止エリア面積は市街化地域の 60％に上る。しかし、全省の市街化地域
の中でまだ 572 台の高汚染燃料使用ボイラーが残っており、東莞、珠海、中山、
恵州、汕尾、茂名、雲浮、順徳でほぼ廃棄任務が完了しただけで、他の地区はま
だ完了していない。
これについて、
「意見募集稿」は、厳格に取り締まり、高汚染燃料を使ってい
るボイラーを廃棄するよう提起している。まず、市街化地域内の高汚染燃料使用
ボイラーを廃棄する。各地区級以上の市と順徳区政府は高汚染燃料使用禁止エ
リアを段階的に拡大し、法に従って高汚染燃料使用禁止エリア内で高汚染燃料
を使っているボイラーを廃棄しなければならない。重点規制区は 2015 年末まで
にすでに指定した高汚染燃料使用禁止エリア内（市街化地域を含む）で高汚染燃
料を使用するボイラーの使用を禁止する。2016 年末までに、一般規制区は市街
化地域全域を高汚染燃料使用禁止エリアに指定し、禁止エリア内の 75％の高汚
染燃料ボイラーを廃棄しなければならない。2017 年末までに、一般規制区は高
汚染燃料使用禁止エリア内の全ての高汚染燃料ボイラーを廃棄しなければなら
ない。
重点規制区とは国家「大気汚染防止行動計画」の中に規定される珠江デルタ地
区を指し、一般規制区とは省東西北部を指す。つまり、2016 年までに、省内全
域で市街化地域全域を高汚染燃料使用禁止エリアに指定しなければならないと
いうことである。
省環境保護庁の説明によると、高汚染燃料とは原炭（散炭）、水選炭、石炭水
スラリー、練炭、コークス、木炭、石炭脈石、泥炭、コールタール、重油、蒸留
残油、各種可燃性廃棄物、直接燃焼用バイオマスなどの燃料、および汚染物質含
有量が国家規定の上限値を超えるディーゼル油、灯油、人造ガスなどの燃料を指
す。
全省の再来年の集中熱供給量を全体の 7 割にするよう努力する
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集中熱供給により分散熱供給ボイラーを代替すると、汚染排出とエネルギー
消費を大幅に減らすことができる。省環境保護庁によると、現在全省で 500 か
所以上の工業団地と産業集積区があるが、工業団地の集中熱供給は遅れており、
わずか 14 の工業団地の一部地域で集中熱供給が実現されているに過ぎない。ま
た、集中熱供給量は全省全熱使用量の 8％に過ぎず、珠江デルタ地区の省級工業
団地で集中熱供給をほぼ達成するという目標は実現していない。
これについて、
「意見募集稿」は集中熱供給プロジェクト建設の加速を提起し
ている。珠江デルタ地区の集中熱供給プロジェクト建設を重点的に推進し、省東
西北部地区の集中熱供給プロジェクト建設はゆっくりと進める。2017 年に、全
省の一定規模の熱需要のある工業団地で集中熱供給をほぼ実現し、それに応じ
て熱供給地域内の分散熱供給ボイラーの使用を停止し、工業団地内では分散熱
供給ボイラーを新設せず、全省の集中熱供給量を熱供給総量の 70％以上にする
よう努力する。
熱使用企業には集中熱供給を行っている工業団地に集まるよう促し、集中熱
供給プロジェクトの工業団地インフラとしての有利な条件を十分に利用し、新
たな熱使用企業を優先的に熱供給範囲内に立地させるよう促す。
出典：南方日報
URL：
http://www.gd.xinhuanet.com/newscenter/201511/23/c_1117233025.htm

【 2016 年 1 月 】
4.3 広東の大気質が昨年初めて完全基準達成：考課目標を超過達成
公表日：2016 年 1 月 15 日
情報公表組織：南方日報
分類：ニュース動向
キーワード： エネルギー構造調整、大気質、共同予防管理
最近また「広東ブルー」と言う言葉が SNS にあふれた。広東省環境保護庁が
1 月 14 日に公表したデータによると、広東大気環境対策は画期的な成果を上げ
た。PM2.5 を含めて、2015 年に広東は初めて 6 項目の大気汚染物質年間平均濃
度が全て基準を達成した。全省の昨年の PM2.5 年間平均濃度は 34 ㎍/㎥（国家二
級基準は 35 ㎍/㎥）で、前年比 17.1％低下した。これは 2013 年末に新国家基準
で監視が始まって以来、広東省の初めての基準達成であり、二年前倒しで国家考
課目標を達成した。
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昨年、広東省都市平均で大気質優良の日は 332.5 日で、優良日数は前年比 6.1％
増加した。大気質全基準達成都市は 2014 年の 6 都市から 2015 年には 15 都市
に急増し、広東は全国で基準達成都市が最も多い省になった。
「天の助けには、人の努力が必要だ！」省環境保護庁の責任者によると、降雨
が多かったことなどの気象条件に助けられたほかに、大気質の好転には三つの
理由があった。第一に、大気汚染防止を早くから始めていたこと。広東は 2010
年に「広東省珠江デルタクリーンエア行動計画」を制定し、国内で初めて大気地
域共同予防管理を実施した省であり、その後毎年平均で 3,000 件の大気汚染対
策プロジェクトを完成させた。第二に、対策が強力でかつ精緻であったこと。各
段階の汚染の特徴に応じ、広東は「第 11 次五カ年計画」期間に石炭火力発電所
の脱硫を、「第 12 次五カ年計画」期間中に脱硝を全て完成させ、工業化初期の
煤煙型を主とする大気汚染からの転換を図った。第三に、
「最も重要なのは、産
業・エネルギー構造調整、経済転換アップグレードで顕著な成果を上げたこと
だ。」広東省は何年にもわたって製錬、セメント、製紙などの業種の旧式生産設
備廃棄任務を超過達成し、2013 年からは第三次産業比率が第二次産業を抜き、
2015 年には全省石炭消費総量が前年比 8.6％減少した。
「産業がグリーンで初めて広東はブルーになる」省大気環境主席専門家の鐘流
挙は一言で核心をついた。大気質の好転傾向に対応して、2015 年の全省平均煙
霧日数は 34.6 日と、この 21 年間で最少となった。
「今世紀に入ってから、広東
の煙霧および監視が最も早く始まった汚染物質―（二酸化硫黄）の減少への転換
点は、どちらも 2007 年前後で、広東省がグリーン発展の取組を強化し、転換ア
ップグレードを加速した時期と一致する。」
鐘流挙はまた次のように指摘した。
「現在、広東で異常気象の下でも青空を見
ようというのは非現実的であり、今後も引き続き対策に力を入れ、かつイノベー
ションの原動力とサプライサイドの改革が牽引する新常態の下での経済転換ア
ップグレードによってはじめて、国家が提示した 2017 年の大気質率先安定的基
準達成の目標を実現し、
「広東ブルー」を不可逆的なものにすることができる。」
出典：南方日報
URL：http://www.hbzhan.com/news/detail/103928.html

5. 山東省
【 2015 年 11 月 】
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5.1 「山東省大気汚染防止条例（意見募集稿）」を提出
公表日：2015 年 11 月 19 日
情報公表組織：南方日報
分類：政策動向
キーワード：大気汚染、公衆参加、総量規制
11 月 16 日、
「山東省大気汚染防止条例（意見募集稿）」は省法制弁公室のウェ
ブサイトを通じて社会に向けてパブリックコメント募集を始めた。この条例は、
石炭燃焼汚染、工業汚染、発じん汚染、飲食農業汚染などの防止と処罰について
規定しており、これは山東省で歴史上最も厳しい大気汚染防止行政命令である。
その中で、重汚染天気緊急対応計画、警報と緊急対応について、省と区を設け
ている市の人民政府および重汚染天気が発生する可能性のある県級人民政府は、
重汚染天気緊急対応計画を制定し、社会に公表しなければならないと規定して
いる。緊急対応計画措置には関係企業の操業停止もしくは操業制限、一部の自動
車の走行規制、花火・爆竹の使用禁止などが含まれている。
今回、山東省が改正「大気汚染防止法」に基づき起草した「山東省大気汚染防
止条例（意見募集稿）」は、山東省の歴史上最も厳しい大気汚染防止行政命令で
あるということができる。
環境に問題がある場合は「トップリーダー」を喚問する
意見募集稿は重大な政策決定に公衆が参加することを明確に規定し、県級以
上の地方人民政府および関係部局は大気汚染防止に関する重大行政決定前に、
審議会、公聴会などの方法で、専門家と公衆の意見を募集・聴取しなければなら
ないと規定している。
大気汚染物質の総量規制について、重点大気汚染物質排出総量規制値を超え
たり大気環境質改善目標を達成していない地区に対し、意見募集稿は、省と区を
設けている市の人民政府環境保護主管部局は関係部局と共同で当該地区人民政
府のトップリーダーを喚問し、当該地区の重点大気汚染物質を排出する建設プ
ロジェクト新設・増設の環境影響評価文書審査を中断しなければならないと規
定する。喚問状況は社会に公表しなければならない。
①重汚染の際は一部の自動車の走行制限が可能
意見募集稿は、省と区を設けている市の人民政府および重汚染天気が発生す
る可能性のある県級人民政府は、重汚染天気緊急対応計画を制定し、社会に公表
しなければならないと規定する。
緊急対応措置について、意見募集稿は、大気が深刻に汚染され、人体の健康と
安全を害する緊急状況が発生もしくは発生する可能性が生じたときは、県級以
上の地方人民政府は速やかに緊急対応計画を起動し、定められた手順に従い、メ
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ディアを通じて社会に向けて重汚染天気の警報情報を発令し、併せて警報等級
に応じて以下の緊急対応措置を実施すると規定する。
関係企業の操業停止もしくは操業制限、一部の自動車の走行制限、花火・爆竹
の使用禁止、発じんが発生しやすい施工作業の停止もしくは制限、屋外バーベキ
ューの禁止、幼稚園と小学校の屋外体育活動の停止、屋外スポーツ大会およびそ
の他の屋外で挙行される大衆活動の停止、国家と省が規定するその他の緊急対
応措置。
●処罰：緊急対応計画に規定された操業停止・操業制限要求を拒否したときは、
環境保護主管部局は 1 万元以上 10 万元以下の過料を科す。重点汚染排出組織が
社会に向けて環境情報を公開せず、もしくはありのままに公開しなかったとき
は、公開を命じ、併せて 3 万元以下の過料を科し、併せて公告する。
②重大な違法行為のあった汚染企業の水・電気・熱供給を停止することがで
きる
意見募集稿によると、大気中に汚染物質を排出した企業・団体組織とその他の
事業者が汚染排出費を納付したとしても、その汚染防止、汚染損害賠償の責任と
法令で規定されたその他の責任を免除しない。もし法に従って、汚染排出組織に
対して操業停止、閉鎖もしくは操業を中断しての是正決定を命じたときは、汚染
排出組織に対する給水、給電、熱供給、ガス供給を停止する。
●処罰：意見募集稿は、大気汚染事故を引き起こしたときは、県級以上の人民
政府環境保護主管部局が過料を科すと規定する。直接責任を負う担当者とその
他の直接責任者に対しては前年度の当該企業・団体組織から得た収入の 50％以
下の過料を科すことができる。一般もしくは大きな大気汚染事故を起こしたと
きは、汚染事故の直接損害の 1 倍以上 3 倍以下で過料を計算する。重大もしく
は特大大気汚染事故を起こしたときは、汚染事故の直接損害の 3 倍以上 5 倍以
下で過料を計算する。
③残土運搬車は規定の経路と時間に従い走行しなければならない
意見募集稿は、市街化地域で延べ床面積 5 万㎡以上の建物の建設工事を計画
している施工現場では、施工業者は主な発じん発生場所にビデオ監視設備を設
置しなければならないと規定する。
輸送過程で、残土、用土、砂利、ごみ、モルタル、石炭などのバルク、液状資
材を輸送、積卸する車両は、密閉、幌もしくはその他の措置を採り、車両測位装
置を取り付け、規定の経路と時間に従い走行し、輸送過程での資材の散逸もしく
は漏洩による発じん汚染の発生を防止しなければならない。
●処罰：施工組織が発じん汚染防止プランを制定せず、かつ工事現場に囲い、
カバー、散水、主要道路舗装、地面と車両の洗浄、段階分け作業、工事時間制限
などの発じん防止措置を採らなかったときは、県級以上の人民政府住宅と都市
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農村建設部局などの担当主管部局が是正を命じ、1 万元以上 10 万元以下の過料
を科し、是正を拒否したときは、操業を停止しての是正を命じる。
④県級政府が屋外バーベキュー禁止エリアを指定できる
屋外バーベキューについて、山東省は、県級以上の地方人民政府が現地事情に
基づき屋外バーベキュー禁止エリアを指定できると規定しようとしている。い
かなる組織・個人も屋外バーベキュー禁止エリア内で屋外バーベキュー、塀（窓）
越しバーベキューを行ってはならず、屋外バーベキュー、塀（窓）越しバーベキ
ューのために場所を提供してはならない。屋外バーベキューが認められる地域
では、無煙バーベキューコンロを使用しなければならない。茎藁野焼きを禁止す
る。
●処罰：現地政府が指定した禁止エリア内で屋外バーベキュー、塀（窓）越し
バーベキューを行い、もしくは屋外バーベキュー、塀（窓）越しバーベキューの
ために場所を提供したとき、もしくは屋外バーベキューが許可された地域での
バーベキューで無煙コンロを使用しなかったときは、県級以上の地方人民政府
が定めた監督管理部局が是正を命じ、バーベキュー用具と違法所得を没収し、
500 元以上 2 万元以下の過料を科す。
出典：生活日報
URL：http://www.cbminfo.com/BMI/zx/1459550/1743766/index.html
通知原文：http://www.sdein.gov.cn/dtxx/hbyw/201511/t20151117_287466.html

【 2016 年 1 月 】
5.2 山東が超低濃度排出を加速：石炭火力発電所超低濃度排出電気価格を実行
（*これに関連する中央政府の情報については、中央政府の政策動向「41. 国務
院：2020 年までに石炭火力発電所を全て超低濃度排出化」をご参照ください。）
公表日：2016 年 1 月 22 日
情報公表組織：北極星省エネ環境保護ネット
分類：政策動向
キーワード：超低濃度排出、石炭燃焼、電気価格補助
21 日午後、山東省政府新聞弁公室は記者会見を行い、省環境保護庁副庁長の
董英娟、省公安庁副庁長、共産党規律検査委員会書記の任建軍を招いて 2015 年
の全省水・大気環境質状況と環境保護取締状況を発表し、メディアの質問に答え
た。
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取材によると、2015 年末までに、山東省新エネルギー発電設備容量は 1,100
万 kW に達し、電力設備総容量の 10.3％になった。全省の天然ガス利用量は 100
億㎥に達し、石炭 1,863 万トンを代替できた。2015 年、小規模火力発電設備 86
万 kW を停止した。石炭焚き小型ボイラー6,161 台、合計 8,724.9 蒸気換算トン
を廃棄した。国家が下達した年間老朽生産設備廃棄目標を完全達成し、その内訳
は製鉄生産設備 119.4 万トン、製鋼生産設備 465 万トン、コークス生産設備 40
万トンである。
「山東省環境保護規則違反建設プロジェクト整理整頓プラン」を
配布し、
「一部廃棄、一部適正化、一部改善」の原則に従い、二年にわたって種
類分けを行い、7,019 件の環境保護規則違反建設プロジェクトを是正した。現在
是正が完了したプロジェクトは 2,738 件で、プロジェクト総数の 39％である。
全省で 41 台の石炭焚き発電設備（合計設備容量 1,464 万 kW）、3 台の石炭ボ
イラーがガスタービン発電設備（ボイラー）の排出レベルに達した。山東省は国
家「重点地域大気汚染防止『第 12 次五カ年計画』」に盛り込まれた各種重点汚
染対策プロジェクトを全て完了し、全省で脱硫レベルアップ、脱硝改造、除じん
レベルアップを完了した火力発電設備はそれぞれ 2,105 万 kW、5,488 万 kW、
3,733 万 kW、総設備容量の 30％、79％、54％となった。全省で黄ラベル車を
116.5 万台廃棄し、達成率は 100％となった。2005 年末までに登録した営業用
黄ラベル車 99,101 台を廃棄し、達成率は 100％となった。2015 年 1 月 1 日よ
り、山東省は国Ⅳ自動車用ディーゼルを全面的に提供し始めた。2016 年 1 月 1
日より、国Ⅴ自動車用ガソリン、ディーゼルを提供し始めた。全省の都市と県政
府所在鎮の一定規模以上の工事現場のほとんどをフェンスで囲い、裸地被覆、道
路舗装、車両洗浄、清掃といった建設発塵対策が行われ、一定規模以上の工事現
場の 96.5％に監視設備が設置された。残土輸送車密閉化率、GPS 設置率がそれ
ぞれ 97.4％、73.8％となった。道路清掃車 2,160 台、道路散水車 1,294 台を保
有し、主・副幹線道路の機械清掃率は 83.9％、散水率 86.5％である。2015 年の
裸地新規緑化面積は 3,908 万㎡、累計緑化面積は 11,000 万㎡である。
省政府関係部局は山東省石炭火力発電所超低濃度排出電気価格支援政策を策
定中で、近いうちに実施する予定である。資金奨励、電気価格補助、発電量奨励、
差別化汚染排出費徴収などの奨励政策を実行し、関連企業が超低濃度排出改造
の進度を上げるよう奨励する。
2014 年時点で、全省の化学的酸素要求量（COD）、アンモニア態窒素、二酸
化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOX）排出削減はそれぞれ第 12 次五カ年計画排出
削減任務の 98％（その内工業と生活由来 COD は 138％達成）、91％（その内工
業と生活由来アンモニア態窒素は 108％達成）、104％、52％であった。2015 年
上半期、COD、アンモニア態窒素、SO2、NOX 排出量はそれぞれ前年同期比で
3.1％、2.8％、3.6％、9.7％低下し、いずれも年間排出削減計画進捗要求を達成
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した。現在、環境保護部確認検査チームは山東省の 2015 年総排出削減状況の現
場確認検査を修了し、北京で審査中である。これまでの確認検査状況からすると、
山東省は第 12 次五カ年計画排出削減任務を完全達成した模様である。
出典：北極星省エネ環境保護ネット
URL：http://huanbao.bjx.com.cn/news/20160122/703783.shtml

6. その他の省
【 2015 年 9 月 】
6.1 湖北省：湖北は茎藁焼却禁止後に自動車排ガス対策：期限を過ぎて廃棄され
ない黄ラベル車は全て押収
（*これに関連する中央政府の情報は、中央政府の政策動向「3. 国務院：精製油
品質向上措置を加速し、大気汚染対策と企業技術向上を推進」をご参照くださ
い。）
公表日：2015 年 9 月 10 日
情報公表組織：武漢市環境保護局
分類：政策動向
キーワード：湖北省、自動車排ガス
「環境保護世紀行」自動車排ガス対策記者会見の情報では、湖北省は年末に「湖
北省自動車排ガス汚染防止管理規則」を制定し、自動車汚染防止を法制の軌道に
乗せる見込みである。これは「農作物茎藁野焼き禁止と総合利用に関する湖北省
人民代表大会決定」の後、湖北省が大気汚染対策に関して行った重要措置である。
（1）自動車排ガスはスモッグの「主犯」のひとつ
「武漢市都市スモッグ現象原因分析と研究」の結果によれば、自動車排ガスは
武漢市のスモッグ原因の 24.4％を占め、冶金の石炭燃焼の 26.1％より若干少な
い。都市自動車保有台数の継続的な大幅増加に伴い、自動車排ガスによる都市大
気の汚染は深刻化している。窒素酸化物は大気汚染の主な汚染源のひとつであ
り、また直接的にスモッグ気象、オゾン破壊、大気汚染をもたらす重大要因であ
る。
（2）黄ラベル車対策任務は困難
自動車汚染防止は体系的で複雑な管理業務であり、
「車、油、道」の対策を同
時に推進しなければならない。湖北省各地で新車生産販売の適合性検査、環境検
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査、ラベル発行、路上抽出検査、走行制限・走行禁止、黄ラベル車廃棄、廃車解
体、自動車用尿素供給などの業務で多くの模索を行っている。
黄ラベル車廃棄は、今回の自動車排ガス汚染対策事業の「目玉」である。湖北
省は本年度黄ラベル車 58,703 台の廃棄を計画し、その内「2005 年末までに登
録した営業用」の黄ラベル車は 33,823 台である。8 月末時点で、省全体で黄ラ
ベル車を 42,600 台廃棄したが、
「2005 年末までに登録した営業用」の黄ラベル
車はわずか 11,095 台しか廃棄しておらず、まだ 22,728 台の黄ラベル車が廃棄
待ちである。
残りの黄ラベル車のうち、90％以上が法定強制廃車年限に達しておらず、廃
棄難度は非常に高い。同様に「時間は短く、任務は重い」のは環境保護ラベル発
行業務である。
（3）クリーンエネルギー車比率向上を加速
7 月 15 日、宜昌 B9 快速バスが宜昌東駅から発車し、ターミナル駅の葛洲壩
駅に向かった。これは湖北省の最初の BRT（快速路線バスシステム）路線バス
の開通試運転であった。湖北省は今まさに「路線バス優先」戦略の実現を急いで
おり、市民にグリーン外出を提唱している。
このほかに、省内全域で新エネルギー自動車の都市路線バス、タクシー、都市
物流配送分野の車両比率を重点的に高めている。
（4）自動車排ガス対策、湖北省は「国 4」排出基準を完全実施
湖北省人民代表大会自動車排ガス汚染対策状況報告会において、大気汚染の
主犯である「黄ラベル車」および「国 4」排出基準に適合しない自動車を制限す
ることとした。
国 4 排出基準に適合しない新車は、一律に登録登記させない。この基準に適
合しない中古車は、市間移転登記をさせない。この基準に適合しない他省の中古
車は、一律に湖北省内への転入登記をさせない。
（5）石油製品アップグレード
自動車排ガス汚染対策のために、湖北省の環境保護部局は「自動車汚染排出防
止管理規則」を起草し、省政府に提出し、できるだけ早い公布に努めている。同
時にガソリンスタンドの市場参入、アップグレード推進強化などの面で対策を
進め、2017 年 1 月 1 日より、省内全域で国５基準のガソリンとディーゼル油を
供給する。
出典：武漢市環境保護局
URL：http://www.whepb.gov.cn/hbHjxw/110331.jhtml
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6.2 河南省：14 億元を投資して大気汚染対策
公表日：2015 年 9 月 10 日
情報公表組織：中国政府ネット
分類：業務動向
キーワード：大気汚染対策、14 億元、環境保護部喚問
環境汚染問題が顕著で環境保護部局から喚問された後、河南省は 14 億元の大
気汚染対策専用資金を鄭州と省北部の重点地域の環境対策に投入し、各種大気
汚染防止事業の実施を後押しした。
2014 年から現在まで、河南はすでに安陽、駐馬店、鄭州、南陽の４地区にお
いて環境汚染問題が深刻化し、環境保護部門から喚問されている。河南省環境保
護庁は最近も平頂山、新郷、焦作、三門峡の 4 市を喚問したが、それは主に今年
上半期にこれらの地区の環境問題が特に深刻で、粒子状物質（PM10/PM2.5）濃度
指標が高止まりし、考課用の断面水質の基準達成率が低すぎたことによる。
14 億元の専用資金の分配において、一つの資金項目が 8 億元で、その内訳は
財政部が交付した大気汚染防止専用資金 5 億元と河南省が追加手配した大気汚
染防止専用資金 3 億元である。この資金は鄭州と省北部の重点地域の安陽、焦
作、新郷、鶴壁、濮陽、済源の 6 市および滑県、長垣県の二つの省直轄県の大気
汚染対策に充てられ、その中には都市飛散粉じん対策、黄ラベル車廃棄、石炭ボ
イラー撤去・改良、セメント企業総合対策、火力発電業界排煙対策の５つの任務
が含まれる。
残りの 6 億元の資金は各種大気汚染防止事業の実施推進に用いられる。各市
県の石炭ボイラー撤去・改良、都市道路発塵対策、大気汚染監督管理キャパシテ
ィービルディングなどに振り分け、その内 7,000 万元は工業企業への奨励金・
報奨金・補助金に充てられる予定である。
出典：中国政府ネット
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2015-09/10/content_2928451.htm

【 2015 年 12 月 】
6.3 安徽で揮発性有機化合物汚染排出費徴収基準を制定
(*これに関連する中央政府の情報については、中央政府の政策動向「7. 環境保
護部など 3 部・委員会：
「揮発性有機化合物汚染排出費徴収パイロット事業規則」
公布」をご参照ください。）
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公表日：2015 年 12 月 30 日
情報公表組織：中安オンライン
分類：政策動向
キーワード：汚染排出費徴収、揮発性有機化合物
12 月 30 日、安徽省物価局は同省財政庁、省環境保護庁と共同で石油化学工
業、包装印刷などパイロット事業対象業種の揮発性有機化合物汚染排出費徴収
基準を制定し、1 汚染当量あたり 1.20 元とした。この基準は 2015 年第四四半
期より執行する。中部六省の中で、安徽は最初に揮発性有機化合物排出費徴収基
準を制定した省である。
また、企業が主体的に排出を削減することを奨励し、企業の基準超過排出を制
約するために、揮発性有機化合物排出について差別化費用徴収政策を実行する。
企業が基準を超過して排出した場合は、倍額の汚染排出費を徴収し、企業の排出
濃度が排出規制値より 50％以上低い時は、汚染排出費を半減する。
この基準を制定する目的は、経済手段の汚染対策排出削減効果を十分発揮し、
環境質を改善することである。
出典：中安オンライン
http://ah.anhuinews.com/system/2015/12/30/007155941.shtml

【 2016 年 1 月 】
6.4 福建省は多くの措置を講じて 2015 年黄ラベル車廃棄任務を完全達成
公表日：2016 年 1 月 22 日
情報公表組織：環境保護部
分類：ニュース動向
キーワード： 黄ラベル車、自動車排出排ガス
2015 年以降、国家統一配置の下で、福建省は黄ラベル車廃棄事業を大気汚染
防止行動計画の重要任務と位置づけ、決然と実行してきた。各地区は組織保障を
一層強化し、黄ラベル車廃棄メカニズムを整備し、部局間連携を強化し、財政政
策の補助金を強化し、各種総合措置を採り、黄ラベル車廃棄の成果は顕著なもの
がある。全省で黄ラベル車を累計 83,525 台廃棄し、その内 2005 年末までに登
録した営業用黄ラベル車は 23,882 台であり、黄ラベル車廃棄年次任務を超過達
成した。
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第一に、組織調整を強化し、事業メカニズムを円滑有効化した。福建省共産党
委員会と省政府は黄ラベル車廃棄事業を非常に重視し、何回も特別会議を開い
て黄ラベル車廃棄事業を差配し、業務の加速を検討し、常務副省長を総召集者、
省環境保護庁トップを副総召集者、環境保護庁、公安庁交通警察総隊、交通運輸
庁の担当リーダーをメンバーとする黄ラベル車廃棄事業合同会議制度を立ち上
げた。省黄ラベル車廃棄事業合同会議弁公室は業務制度を作り、職責と業務分担
を明確に定めた。各市、県（区）政府はいずれもそれを参照して類似の業務メカ
ニズムを作り、省、市、県（区）三級連動を実現し、各級各関係部局、とりわけ
郷鎮、村民（居民）委員会といった末端業務の積極性を十分に引き出した。省合
同会議弁公室は毎週打ち合わせを行い、進捗と問題を分析し、促進措置を検討し
た。各地区は廃棄事業の進展について、適時に再検討、再動員、再配置を行い、
強力に推進し、一部の地区級市は部局連携を商務、工商、品質監督、国有資産委
員会、保険などの部局にまで広げた。
第二に、任務割り振りを強化し、一人一人にまで割り振りを行った。福建省環
境保護庁は経済・情報化委員会、公安庁、交通運輸庁、商務庁、工商局、品質監
督局、機関事務管理局と共同で 2015 年黄ラベル車廃棄事業計画を下達し、各地
区の廃棄ノルマを明確に定めた。まだ廃棄していない黄ラベル車の明細を各地
区に下達し、各地区が廃棄任務を郷鎮、村民（居民）委員会にまで割り振り、一
台ごとに台帳を作り、車と所有者を追跡し、1 台廃棄するごとに番号をひとつ抹
消するよう督促した。省合同会議弁公室は黄ラベル車廃棄事業が停滞している
地区に対し重点監督検査、拡張指揮、喚問を実施し、各地区が廃棄進度を上げる
よう督促した。各地区各部局は積極的な措置を採り、分類指導を強化し、達成期
限から逆算して業務計画を立て、廃棄要求を達成した。
第三に多くの措置を併用し、持続的に廃棄を推進した。公安交通部局は法に従
い強制廃車基準に達した車を登録抹消やナンバー公告を行って廃棄した。期限
を超過して車両登録を抹消していない車主を督促指導し、その他の業務を受理
する前に先に抹消手続をさせた。同時に、省公安庁交通警察総隊と省商務庁は連
名で、現行の廃棄自動車購入地域制限を撤廃し、競争メカニズムを導入し、廃棄
自動車回収価格と市場価格を近づけ、車所有者の自主供出と車両廃棄の積極性
を高めた。走行制限管理を強化し、全省 9 市 1 区全ては黄ラベル車走行制限地
域を指定し、走行制限地域は中心市街地の 20％を超えた。公安交通警察部局は
2 項目の非緑ラベル車走行禁止違反処罰シナリオを細分化し、取締を強化した。
捜査張り込みシステムを使って走行軌跡を分析し、路上パトロールと処罰を強
化した。
出典：環境保護部
URL：http://www.mep.gov.cn/zhxx/gzdt/201601/t20160122_326787.htm
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6.5 浙江省の人民代表大会と政治協商会議の注目環境保護ワード「スモッグの
包囲殲滅」には多様な取組が必要
公表日：2016 年 1 月 28 日
情報公表組織：中国ニュースネット
分類：ニュース動向
キーワード： スモッグ、連携規制、共同予防管理、政府の監督、公衆の参加
過去 1 年、
「スモッグ」と言う言葉は公衆の議論の的であり続けた。浙江省第
12 期人民代表大会第 4 回会議の開幕式で、浙江省省長の李強は 2016 年に浙江
省政府が人民のために行った業務ベストテンを発表したが、そのトップは「スモ
ッグ対策強化」であった。
会議の席でも会場外でも、
「スモッグ」は浙江省人民代表たちが頻繁に口にす
る言葉である。
「幸福な社会には緑水青山だけでなく、藍天白雲も必要である。」
子供の頃の空を取り戻すためには、
「超低濃度排出」などの措置で発生源からス
モッグを「包囲殲滅」するだけでなく、
「最も厳しい法律」を制定してスモッグ
対策を保障し、通風回廊を設計して「スモッグを吹き飛ばす」ことも必要である。
「最も厳しい法律」を制定してスモッグ対策を保障
浙江省人民代表、浙江工商大学法学副教授、横店集団持株有限公司総裁助理の
程燕姫は「スモッグ」についてやるせない思いをしている。彼女によると、パソ
コンで「スモッグ」を検索するたびにこの地区の連続スモッグの天気予報と医者
の外出を控えるようにと言う提案が表示される。
「スモッグの危害は誰もが知っ
ている。幸福な社会には緑水青山だけでなく、藍天白雲も必要である。」
「スモッグ対策」には道徳的な拘束力が必要であるだけでなく、
「最も厳しい
法律」の保障も必要である。2016 年 1 月 1 日、史上最も厳しい「大気汚染防止
法」が施行されたが、程燕姫は浙江が歩調を合わせて「浙江省大気汚染防止条例」
を改正すべきであると考え、
「それは我々の浙江大気汚染対策により多くの希望
をもたらす」と語った。
程燕姫によると、現在の「浙江省大気汚染防止条例」は政府、企業、社会大衆
の責任、義務規定が明確でなく「一旦汚染事故が起きたら、責任をとらせるのは
困難。」また、重点分野の汚染防止措置が不十分で、特に微小粒子状物質、揮発
性有機化合物、窒素酸化物など多くの汚染物質の連携規制の要求が欠落してお
り、さらに地域的共同予防管理メカニズムも欠落している。
程燕姫は、これから公布される新「浙江省大気汚染防止条例」は重点汚染排出
総量規制、石炭消費総量規制、地域大気汚染共同予防管理制度を強化すべきであ
り、大気汚染防止責任体系の構築に注力し、政府の監督、公衆の参加、共同対策、
連携規制の予防管理メカニズム形成を促進し、石炭燃焼、工業、自動車、建設発
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塵などの重点分野および重点地域の大気汚染防止を精緻化すべきであると提案
した。
「適切な状況下で、長江デルタは北京・天津・河北と同じく共同立法を行い、
地域大気汚染共同予防管理を行った方が良いと私は思う。」程燕姫は、浙江省の
大気汚染防止重点地域を画定し、重点地域で合同取締、地区横断取締、クロスオ
ーバー取締を行い、重点地域内の区設市が隣接地域の大気環境に重大な影響を
及ぼす可能性のあるプロジェクトを建設するときは、速やかに関係情報を通報
し、協議すべきであると提案した。
「法律は信奉されなければならない。そうでなければ有名無実化する。」立法
のほかに、程燕姫は取締強化がより重要と考えている。「政府の責任を強化し、
「スモッグ」と責任者の昇進を直接関連させ、
「大気汚染防止法」と「浙江省大
気汚染防止条例」を実行しないリーダーの責任を追及すべきであり、同時に社会
大衆に対する指導を強化し、雰囲気を醸成すべきである。」
「スモッグの包囲殲滅」には多様な取組が必要である
環境保護部が先ごろ公表した 9 つの大気汚染防止重点都市の発生源分析報告
によると、杭州、寧波の主要汚染源は自動車と工業生産であった。
発生源からスモッグを除去するために、2016 年に浙江は 17 台の大型石炭燃
焼発電設備の超低濃度排出技術改造を行い、8,000 台の石炭燃焼小型ボイラーを
廃棄・改造し、100 カ所の新エネルギー自動車充電電池交換所と 1 万本の充電
ポールを新設し、黄ラベル車を全て廃棄すると浙江省省長の李強は表明した。
「石炭焚き発電は我が国の電力の主な供給源であるが、石炭燃焼により発生す
る二酸化硫黄、窒素酸化物、粉じんはスモッグの主要な原因物質である。」浙江
省人民代表、浙江エネルギー集団有限公司董事長の呉国潮は、スモッグ対策強化
は、エネルギー企業の重要業務であると考えている。彼は、企業は超低濃度排出
を推進し、石炭焚き発電設備の全脱硫、全脱硝改造を行い、発生源から「スモッ
グの包囲殲滅」を行うべきであると提案する。
一部の移送由来スモッグについて、浙江省人民代表、杭州師範大学生命・環境
科学院執行院長の王慧中は、緑化ベルトを作って緑化面積を増やすなどの規制
方法を考えるべきと提案する。
都市工業廃ガス、建設発塵、自動車排ガスにより内部で発生したスモッグにつ
いて、彼は都市計画設計の中で事前に風の通り道を設計し、空気中のスモッグな
どの汚染物質を吹き飛ばすことを提案する。
「杭州は三方を山に囲まれ、銭塘江の岸は高層ビルが多く、通風が悪い。四方
が閉じられた状態であると、移送由来スモッグにしても内部発生スモッグにし
ても、長時間都市上空に滞留し、簡単には消散しない。」王慧中は、風の通り道
は都市の通風口となり、高層ビルが密集して都市がスモッグに覆われるのを防
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ぐことができると考えている。
出典：中国ニュースネット
URL：http://www.hbzhan.com/news/detail/104311.html

6.7 湖南省が全国で五番目の VOCs 汚染排出費徴収パイロット事業省に
（*これに関連する中央政府の情報については、中央政府の政策動向「7. 環境保
護部など 3 部・委員会：
「揮発性有機化合物汚染排出費徴収パイロット事業規則」
公布」をご参照ください。）
公表日：2016 年 1 月 19 日
情報公表組織：中国投資諮詢ネット
分類：政策動向
キーワード：VOCs、汚染排出費徴収、差別化費用徴収
近日、北京、上海、江蘇省、安徽省で揮発性有機化合物 VOCs 汚染排出費徴
収が始まったのに続いて、湖南省が全国で五番目の VOCs 汚染排出費徴収パイ
ロット事業省になり、2016 年 3 月 1 日から実施される。
湖南省は「石油化学工業および包装印刷業などパイロット事業対象業種の揮
発性有機化合物汚染排出費徴収基準制定などの問題に関する国家発展改革委員
会、財政部、環境保護部通知」
（発改価格〔2015〕2185 号）に基づき、補充通知
を発布した。実情を踏まえ、湖南省は石油化学工業と包装印刷業を今回のパイロ
ット事業対象業種に決定した。
今回のパイロット事業は VOCs 排出について差別化費用徴収政策を実行する。
VOCs 排出監視技術水準に基づき、企業の VOCs 排出濃度数値が国家もしくは
省が規定する排出規制値より高い時、もしくは規定の排出総量指標より高い時
は、徴収基準の倍額の汚染排出費を徴収する。同時に上述の二つの問題があると
きは、徴収基準の 3 倍の汚染排出費を徴収する。企業の生産技術、設備、製品
が、
「産業構造調整指導目録（修正）」に規定する廃棄類であるときは、徴収基準
の倍額の汚染排出費を徴収する。企業の VOCs 排出濃度数値が国家もしくは省
が規定する排出規制値より 50％以上低い時は、汚染排出費を半分に減額する。
出典：中国投資諮詢ネット
URL：http://www.ocn.com.cn/chanye/201601/zssya19154601.shtml
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二．市の政策動向
1. 北京市
【 2015 年 4 月 】
1.1 北京市環境保護局：「クリーンエア行動計画の協力と連携法執行メカニズ
ム構築に関する通達」を公布
公表日：2015 年 4 月 10 日

実施日：2015 年 7 月 1 日

情報公表組織：北京市環境保護局
分類：政策公布
キーワード：北京市、環境保護局、都市管理取締局、クリーンエア行動計画、
協力と合同取締
2015 年 4 月 10 日に、北京市環境保護局、市都市管理取締局は「クリーンエ
ア行動計画の協力と合同取締事業メカニズム構築に関する北京市環境保護局、
北京市都市管理総合行政取締局通達」（京環発[2015]13 号）を公布した。
「通達」の中で 8 項目の業務制度を構築した：①日頃の連絡を保ち、監督管
理、取締業務進捗状況、業務計画を互いに連絡する。②毎月打ち合わせを行い、
当月の監視データと取締、監督指導状況を分析し、翌月の合同取締検査と合同監
督指導の時間、内容、地域、措置などを決める。③日常巡視監督管理において相
手部局の担当業務上の違法行為を発見した場合は、証拠を登録し、相手部局に引
き渡して監督管理、立件、処罰させる。④合同取締、合同監督指導においては、
飛散粉じん、飲食業、大衆の告発が集中する違法組織を重点的に処罰する。⑤二
つの部局の協力と市区連携を強化する。市環境保護局、都市管理取締局は統括的
な機能を発揮し、通年の業務配置と業務の重点分野を取りまとめ、疑問点につい
ての業務指導を強化する。区級環境保護、都市管理部局はリーダーシップを発揮
し、管轄地域内の大気環境質に影響する顕著な問題と地域的問題について合同
検査と合同監督指導を行い、環境汚染問題を最大限除去しなければならない。⑥
環境保護、都市管理部局は工事現場の処罰状況を分類集計し、集まった告発を分
析し、情報を共有する。⑦重大活動と重度汚染気象警報期間には事前に合同検査
を行う。⑧共同で宣伝を企画し、新聞やメディアの宣伝効果を発揮させ、典型的
な事例と優れた手法を展示し、違法行為を公表する。
環境保護、都市管理部局は思想認識を統一し、作業方法を改善し、対策レベ
ルを高め、クリーンエア行動計画協力と合同取締業務メカニズムをクリーンエ
ア行動計画推進の重要手段としなければならない。宣伝計画を強化し、行動取
締、合同監督指導と宣伝暴露を計画し、環境保護と都市管理取締部局の取締と
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現地政府による責任履行に対する督促実施を強調する。取締を強化し、大いに
重視し、メカニズムを精緻化し、合同取締を展開し、バーベキュー、VOCs、
飛散粉じんの発生源を重点検査する。情報伝達に力を入れ、情報の数を増やし
質を高める。
クリーンエア行動計画協力と合同取締業務メカニズムを構築して、政府主導
責任を徹底し、企業主体責任を強化し、監督管理体系を改善し、監督管理能力
を高め、監督指導検査を厳格化し、環境違法行為を厳しく処罰し、北京の大気
環境質を改善する。
出典：北京市環境保護局ウェブサイト
URL：
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/413560/413590/414960/425981/index.h
tml

【 2015 年 5 月 】
1.2 北京市：5 本の大気汚染物質排出新基準を公布
（*国家基準については、中央政府の政策動向「2. 環境保護部、質検総局が 6 項
目の国家大気汚染物質排出基準を公布」をご参照ください。）
公表日：2015 年 5 月 13 日

実施日：2015 年 7 月 1 日

情報公表組織：北京市環境保護局宣伝教育処
分類：基準公布
キーワード：北京市、大気汚染物質排出、揮発性有機化合物、窒素酸化物、ダ
イオキシン
2015 年 5 月 13 日、北京市は新たに 5 本の大気汚染物質排出地方基準を公布
した。それはボイラー、石油精製と石油化学工業、印刷、家具製造、火葬場の各
産業分野に関する「ボイラー大気汚染物質排出基準」
（DB11/139-2015）、
「石油
精製と石油化学工業大気汚染物質排出基準」
（DB11/447-2015）、
「印刷業揮発性
有機化合物排出基準」
（DB11/1201-2015）、
「木製家具製造業大気汚染物質排出基
準」
（DB11/1202-2015）と「火葬場大気汚染物質排出基準」
（DB11/1203-2015）
である。
「ボイラー大気汚染物質排出基準」の改正と実施は、北京市 2013-2017 年ク
リーンエア行動計画の 2015 年の重点任務の一つであり、この排出基準は二度目
の改正であり、主な目的は窒素酸化物排出規制の強化である。今年の 7 月 1 日
より、この基準の中の第一段階の排出規制値を実施する。すなわち新設ボイラー
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の排出規制値が現行の 150mg/㎥から 80mg/㎥に引き下げられる。2017 年 4 月
1 日より新設ボイラーは第二段階の排出規制値を実施し、窒素酸化物がさらに
30mg/㎥に引き下げられる。この基準は使用中ボイラーも規制値を引き下げ、
2017 年 4 月 1 日より、高汚染燃料使用禁止区域内で使用されている使用中ボイ
ラーには 80mg/㎥の排出規制値が実施される。2020 年までに、本市ではガス焚
きボイラーの天然ガス消費量が大幅に増加する情勢の下でもなお、新基準の実
施により毎年窒素酸化物排出を 3 万トン、2013 年の工業用ボイラーの窒素酸化
物排出総量の 70％に相当する量を削減できる。
今回公布された 5 本の大気汚染物質排出基準のうち、3 本は揮発性有機化合
物排出規制関連である。その中の「印刷業揮発性有機化合物排出基準」と「木製
家具製造業大気汚染物質排出基準」は印刷業と木製家具製造業に対する大気汚
染物質排出規制要求であり、重点的に揮発性有機化合物排出を規制している。排
出基準の中で初めて原料・副原料中の揮発性有機化合物含有量指標、およびプロ
セス措置と管理要件が盛り込まれ、
「発生源規制、プロセス監督管理、末端処理」
の理念が体現された。
「石油精製と石油化学工業大気汚染物質排出基準」は最初
の改正であり、重点は揮発性有機化合物と二酸化硫黄、窒素酸化物の排出規制で
ある。各プロセス段階に対し、揮発性有機化合物逸散排出の規制要求を強化し、
同時に二酸化硫黄と窒素酸化物排出規制値を大幅に厳格化した。新基準の実施
により逸散揮発性有機化合物排出が 50％減り、二酸化硫黄と窒素酸化物の排出
が 10％減ることが見込まれる。
また、
「火葬場大気汚染物質排出基準」は火葬場に末端処理の強化、汚染排出
の規制のほか、ダイオキシン排出規制を重点的に要求しており、その排出規制値
は 1.0 ナノグラム/㎥から 0.1 ナノグラム/㎥に引き下げられた。
北京市が新たに公布した 5 本の基準が規定する汚染物質排出規制値はいずれ
も世界先進水準である。現時点で、北京市には効力を有する地方環境基準が 55
本あり、そのうち 37 本が排出基準である。今年 8 月末には、北京市はさらに自
動車製造、自動車整備、工業塗装の各業種の大気汚染物質排出基準を公布する予
定である。汚染物質排出基準の絶え間ない改善は、先進処理技術の研究開発と応
用を促し、企業の汚染対策水準を高め、汚染物質排出総量を減らし、北京市の産
業構造調整と環境質の改善を加速させる上で重要な作用を発揮する。
出典：北京市環境保護局ウェブサイト
URL：
www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/331443/331937/333896/433444/index.html
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1.3 北京市：大型ディーゼル車第五段階排出基準を完全実施
公表日：2015 年 5 月 28 日

実施日：2015 年 6 月 1 日

情報公表組織：北京市環境保護局
分類：基準公布
キーワード：北京市、大型ディーゼル車、排ガス
国務院は北京市が 2015 年 6 月 1 日から大型ディーゼル車に対し「車用圧縮
点火式、気体燃料火花点火式エンジンと自動車排ガス汚染物質排出規制値およ
び測定方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段階）」
（GB17691-2005）基準第五段階排出規制要
求を完全実施することを承認し、北京市は全国初の国五段階自動車排出基準を
完全実施する都市となった。実施後第五段階大型ディーゼル車の一台当たり窒
素酸化物が 40％前後削減されると予想される。
大型ディーゼル車とは車両総重量 3.5 トン以上のディーゼル車を指す。現在、
北京市の大型ディーゼル車は約 22 万台、自動車保有量のわずか 4％であるが、
排出する窒素酸化物（NOX）と粒子状物質（PM）は自動車排出総量の 50％と
90％以上を占めている。大型ディーゼル車排ガス汚染は北京市自動車排出窒素
酸化物（NOX）と粒子状物質（PM）汚染の主な発生源となっている。現段階で
自動車排出は依然として北京市の大気環境汚染の主な発生源の一つであり、大
型ディーゼル車排出汚染の問題は特に深刻である。
新車の排出基準を絶え間なく引き上げ、一台当たりの排出汚染を減らすこと
は、自動車排ガス汚染規制業務の主な方向の一つである。ディーゼル車汚染問題
を解決するため、北京市は「国家統一計画、省市責任分担、調整規制、調整制限
結合」の原則に立って、国家統一計画で新車基準と石油製品基準を段階的に高め、
実施を保障することをベースに、厳格な監督管理と誘導によって本市車両を電
動化・低排出化の方向へと発展させる。新基準実施は自動車汚染物質排出を大幅
に削減することができ、第五段階新車排出基準の実施は、大型ディーゼル車の一
台当たり窒素酸化物排出量を 40％前後削減し、北京市大気環境質の改善に一定
の作用がある。
第五段階基準を前倒しで実施するために、北京市はすでに 2012 年 7 月に第五
段階自動車ディーゼル油を全面的に供給しはじめた。軽ガソリン車と路線バス、
清掃、郵政の各業種の大型車もすでに 2013 年 3 月より第五段階排出基準を実施
した。新基準実施以降も市場は平穏で、社会の反応も良好である。社会と自動車
企業に対し事前に宣伝誘導を行ったため、現在第五段階基準に達した新車の車
種は 800 種以上に上る。これらのことはいずれも本市の大型ディーゼル車第五
段階基準全面実施の条件が整ったことを示している。しかも、全国ですでに国 5
基準の自動車用ディーゼル油を提供しており、北京市の第五段階大型ディーゼ
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ル車の市外での使用要求にも応えることが可能である。
微小粒子状物質（PM2.5）汚染をさらに減らすために、大型ディーゼル車第五
段階排出基準の実施に合わせて、2016 年 6 月 1 日より北京市市域で新規使用す
る大型ディーゼル車（路線バス、清掃車、観光バス、郵便輸送車、残土輸送車、
企業送迎バス、学校送迎バス、エアポートバスなど）は微粒子捕集フィルター
（DPF）を装着した車種を採用しなければならない。国内研究機関とエンジン
企業の研究によれば、除去率の高い微粒子捕集フィルターは 90％以上の粒子状
物質の排出量と数を減らすことができ、世界公認のディーゼル車粒子状物質排
出低減に最も効果的かつ信頼性の高い方式である。現在、米国と欧州連合では技
術規則の形式で大型ディーゼル車に必ず微粒子捕集フィルターを設置すること
を要求している。
出典：北京市環境保護局ウェブサイト
URL：
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/331443/331937/333896/431651/index.h
tml

【 2015 年 6 月 】
1.4 北京市：「大気汚染防止体制メカニズムの一層の整備と大気質改善加速の
推進に関する意見」公布
公表日：2015 年 6 月 13 日
情報公表組織：北京市環境保護局
分類：政策公布
キーワード：北京市、改革、監督管理、責任履行、地域協力
2015 年 6 月 13 日、北京市人民政府は「大気汚染防止体制メカニズムの一層
の整備と大気質改善を加速することに関する意見」
（以下「意見」と略称）を制
定公布した。
「意見」は、改革には配当が必要であり、大気汚染防止事業は実効性を高めな
ければならないと強調した。政府主導、企業対策実施、全人民参加、法に従った
対策促進、厳格な汚染防止、地域協力の原則を体現した。監督管理体系の整備、
汚染者負担、公共政策改善、監督管理取締能力向上、査察・考課・問責の厳格化、
地域協力発展推進の 6 分野計 18 本の措置を決定した。
（一）監督管理体系整備：政府主導を強化し、市、区県、街道（郷鎮）の三級
大気汚染防止監督管理体系を整備する。市で統一調整し、力の集約した監督管理
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を形成する。区県で属地責任を強化し、自発的に対策を進める。注目すべき点は
街道（郷鎮）の環境保護職責で、環境保護責任を末端に履行させることである。
（二）汚染者責任の実行：法に従い対策を促し、「北京市大気汚染防止条例」
に基づき、大気汚染物質排出の企業と個人の責任をさらに明確化する。注目すべ
き点は個人の汚染排出を非常に重視したことである。企業に対しては、企業の大
気環境保護責任制度、企業環境行為年次報告制度と信用評価制度の構築・整備を
促す。個人に対しては、全国の人民が行動して共同で汚染対策に取り組み、生活
様式を転換するよう呼び掛け、グリーン外出、低炭素消費を推奨する。「意見」
はまた、環境保護授業を国民教育体系と幹部訓練体系に盛り込むよう提起した。
（三）大気汚染防止公共政策の改善：
「意見」は 5 本の公共政策により大気汚
染防止業務をさらに強力に推進するよう提起した。公共財政政策を最適化し、資
金投入を拡大する。環境税政策、汚染排出費徴収を改善し、徴収を差別化する。
金融与信管理を強化し、環境法違反企業への融資を厳しく制限する。大気汚染物
質総量規制制度を厳格に執行し、汚染排出許可と汚染排出権取引制度を整備す
る。大気環境容量制約制度を構築し、環境基本計画と国民経済社会発展計画、都
市基本計画、土地利用基本計画との「多計画合一」の推進を検討する。
（四）環境監督管理と取締能力の向上：
「意見」は 4 本の措置による環境監督
管理と取締能力の向上を提起した。
「中華人民共和国環境保護法」と「北京市大
気汚染防止条例」を厳格に執行し、環境法違反に対して「ゼロ容認」、多部局連
携汚染取締を強化し、汚染対策と処罰を厳格化し、違法行為を暴露公開する。環
境犯罪行為に対し、環境保護部局と公安機関は行政取締と刑事司法の相互の連
携と協調を強化する。告発奨励金と世論状況に対応するメカニズムを整備する。
注目点は環境保護ネットワーク化監督管理であり、環境保護の職責を街道（郷
鎮）、村（社区）ネットワークの中に割り振った。
（五）査察考課と問責の厳格化：
「意見」は大気汚染防止業務実施の査察、考
課、責任追及を強化した。市級の環境保護査察機関を設立し、大気汚染防止業務
実施状況の組織調整、督促検査、通報フィードバックを行う。国家考課要求を実
行し、大気質改善目標とクリーンエア行動計画の重点任務達成状況の年次考課
を行い、結果を通報し、責任を追及する。
（六）地域協力発展の推進：北京・天津・河北および周辺地区の大気汚染防止
協力チームに依拠し、監視と予報警報、情報共有、合同宣伝、大気重度汚染緊急
対応などの業務メカニズムを一層改善し、地域大気汚染対策中長期計画を作成
実施し、地域重点大気汚染源を共同処理する。
出典：北京市環境保護局
URL：
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http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/331443/331937/333896/434866/index.h
tml

1.5 北京市：「大気重度汚染対応で採る臨時交通管理措置に関する北京市人民
政府通達」公布
公表日：2015 年 6 月 26 日

実施日：2015 年 6 月 26 日

情報公表組織：北京市人民政府
分類：政策公布
キーワード：北京市、大気重度汚染、交通管理
大気重度汚染に対応し、公衆の健康を保護するため、2015 年 6 月 26 日、北
京市政府は「大気重度汚染対応で採る臨時交通管理措置に関する北京市人民政
府通達」
（京政発[2015]34 号）を公布し、北京市大気重度汚染オレンジ警報（警
報二級）もしくは重度汚染レッド警報（警報一級）期間、北京市行政区域内の道
路を走行する自動車（臨時ナンバープレート車両を含む）に対して臨時交通管理
措置を実施するとした。
大気重度汚染オレンジ警報（警報二級）期間は、建築ごみと残土運搬車、コン
クリートミキサー車、砂石運搬車などの大型車両の本市行政区域内の道路通行
を全日禁止する。
大気重度汚染レッド警報（警報一級）期間は、本市各級共産党・政府機関と本
市所属社会団体、事業団体、国有企業の公務用車両の 80％の走行を全日禁止す
る。建築ごみと残土運搬車などの大型車両は本市行政区域内道路の走行を全日
禁止する。毎日 3 時から 24 時まで、本市行政区域内道路を走行するその他の自
動車は、ナンバープレート末尾数字により、奇数数字の奇数日走行、偶数数字の
偶数日走行を実施する。同時に、本市は労働日ピーク時地域限定走行末尾番号輪
番措置を一時的に停止し、労働日の 7 時から 9 時、17 時から 20 時は、他省区
市の自動車の本市五環路内道路（五環路を含む）の走行を禁止する。
以下の自動車は奇数偶数走行規制を受けない。警察車両、消防車両、救急車、
緊急工事車両および任務を遂行する解放軍と武装警察部隊の車両。路線バス、省
間旅客輸送バス、大型バス、タクシー（レンタル車を含まず）、ミニバス、郵便
専用車、市交通運輸管理部局が発行した観光バス運営証明を所持する車両、市公
安交通管理部局が認定した事業所送迎車と学校送迎車。車体に統一標識をスプ
レーし公務を執行する行政取締車両とレッカー専用車両。清掃、公園、路面補修
の専用作業車両、葬儀場の霊柩車。最初に「使」という文字の入ったナンバープ
レートを付けた車両および批准された臨時入国車両。純電動旅客輸送自動車、障
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害者通行証を所持したミニバス、都市の正常運営と生活必需品を供給する通行
証を所持した貨物自動車。
多省区市から北京に入る省間観光大型バス、
「グリーン通路」車両、郵政専用
車、関係部局が批准登録した本市の生産生活物資運送車両は、奇数偶数走行制限
を受けないが、北京進入通行証の手続をしなければならない。毎日 6 時から 24
時の間、省間観光大型バスと郵政専用車を除くその他の車両の本市の六環路以
内の道路（六環路を含まない）の走行を禁ずる。
北京に進入して任務を遂行する警察車両、救急車および解放軍と武装警察部
隊の車両、および道路輸送証明を所持する省間旅客輸送車両および批准された
臨時入国車両は上述の交通管理措置の制限を受けない。
市大気重度汚染緊急指揮部弁公室、市突発事件緊急対応委員会弁公室はそれ
ぞれ 24 時間前に大気重度汚染オレンジ警報（警報二級）、レッド警報（警報一
級）を発布し、併せてテレビ、ラジオ、新聞、インターネット、携帯電話などの
ルートを通じて広く宣伝し、公安交通管理などの部局は大気重度汚染交通管理
の対応措置を採る。
臨時交通管理措置実施期間中は、本通達の規定を実施するほか、本市のその他
の交通管理措置は依然として有効である。規定に反して走行した自動車は、公安
交通管理部局が法に従い処理する。
本通達を公布の日より実施する。
出典：北京市人民政府ウェブサイト
URL：http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1393764.html

【 2015 年 7 月 】
1.6 北京市：大型ディーゼル車の監督管理を強化し、移動汚染源排出を削減
（*関連動向については、
「二．市の政策動向―1.3.北京市：大型ディーゼル車第
五段階排出基準を完全実施」をご参照ください。）
公表日：2015 年 7 月 17 日
情報公布組織：北京市環境保護局
分類：政策動向
キーワード：北京市、大型ディーゼル車、移動汚染源
7 月 17 日午前、市環境保護局は 2015 年上半期全市移動発生源取締監督管理
状況を通知した。上半期全市移動発生源取締部局は合計で各種違法行為を 3,747
件摘発し、過料合計 401 万元を科した。その内訳は、排出基準超過車両摘発が
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3,674 件、過料合計 182.4 万元。規則違反の検査場所摘発 6 件、過料合計 9.5 万
元。違法石油化学企業摘発 67 件、過料合計 209.1 万元であった。
大型ディーゼル車はすでに本市の自動車排出窒素酸化物と粒子状物質の主要
発生源になっており、全市自動車保有台数は 554.9 万台になっている。自動車
が排出する CO、NOx、
VOCs はそれぞれ大気中に排出される総量の 86％、
56％、
32％を占める。PM2.5 貢献のうち、自動車は現地排出源の約 1/3 を占める。大型
ディーゼル車の排ガス汚染問題は特に深刻で、本市の大型ディーゼル車は約 22
万台であるが、排出する NOx、PM はそれぞれ自動車排出総量の 50％、90％以
上である。
市環境保護局は大型ディーゼル車監督管理を突破口に、監督管理手段を広げ、
企業の環境保護自主規制の向上に力を入れ、区県属地責任を完全実施し、取締監
督管理を絶え間なく強化し、共同予防管理の歩みを速めるよう努力し、
「大口自
動車ユーザー」、
「市外車両」、
「車検対象年車両」、
「社会車両」、
「石油化学企業」、
「北京で販売した新車」の 6 種について 100％基準達成を促進し、移動発生源
からの排出を減らした。これらの発生源に着目した対策を通し、PM2.5 を減らす
ことができた。
取締監督管理に多部局が関与し、以下の通り多方面で排出を削減する。
１、車載型廃ガス計測を率先して行い、使用過程の大型ディーゼル車に排ガス
流量計と排ガス分析装置を取り付け、リアルタイムで車両の汚染物質の排出量
を計測・分析し、それにより車両排ガス汚染物質の実際の排出状況を評価し、大
型ディーゼル車の新車の基準適合を確保した。
２、多部局連携で、使用過程大型ディーゼル車排出を厳しく管理し、上半期は
使用過程自動車とオフロード車のべ 747 万台を検査し、基準超過がのべ 3,674
台あり、182.4 万元の過料を科した。7 月に市環境保護部局は残土運搬車と建設
機械に対して特別取り締まりを行い、土の露出した工事現場を監視し、建築ごみ
輸送車と建設機械を厳しく調査し、排出基準超過、違法な建築ごみ輸送車使用、
工事現場の飛散粉じん対策不備の 3 種の環境法違反行為を処罰した。
３、監督管理の秩序正常化に力を入れ、違法な検査場を厳しく調査する。現在
本市には合計 43 社の自動車検査場（39 社営業中、4 社休業中）があり、274 本
の排ガス検査ライン（ガソリンライン 233 本、ディーゼルライン 41 本）がある。
市環境保護部局は教育指導により、企業が自律し、検査員の管理を強化し、現場
検査に力を入れ、検査過程をリアルタイム監視し、規則違反行為を厳しく処分す
るという 5 種類の手段で自動車検査場の日常監督管理を強化した。上半期に全
市で検査場をのべ 2,615 か所検査し、車両 16.8 万台を監督検査し、告知書を
66,500 通発行し、検査ライン 13 本を停止させ、規則違反検査場 6 か所を取り
締まり、合計 9.5 万元の過料を科した。
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４、ガソリンベーパーと石油品質を厳格に監督管理し、市環境保護局は検査と
測定を組み合わせ、定期的抽出検査とランダム抽出検査を組み合わせて日常監
督管理業務を行い、地区の違い、季節の違いなどの特徴に応じて特別対策を講じ、
排出基準超過企業に過料を科し、併せてブラックリストに載せた。今年上半期、
自動車排出管理センターはガソリンスタンド、石油貯蔵庫、石油タンクローリー
を合計のべ 16,006 回検査測定し、その内検査合格率は 92.57％、処罰 67 件、過
料合計 209.1 万元であった。監督管理によって基準達成率が上がり、VOCs 排出
が 1,000 トン以上削減されたほか、石油製品の清浄度合格率が以前の 42％から
82％に上がった。
出典：北京市環境保護局
URL：
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/331443/331937/333896/4373621/index.html

【 2015 年 8 月 】
1.7 環境保護部が北京市に大気汚染対策の強化を要求
公表日：2015 年 8 月 14 日
情報公表組織：中華人民共和国環境保護部
分類：政策動向
キーワード：北京市、大気汚染防止
2015 年 8 月 13 日、環境保護部陳吉寧部長は北京で大気汚染防止業務を調査
し、実地視察し、座談会を開催し、北京市の大気汚染防止業務の状況報告と意
見提案を聴取した。
陳吉寧部長は北京市大気汚染防止業務の成果を大いに肯定して次のように述
べた。2014 年以降、北京市は「大気十条」と「北京市クリーンエア行動計
画」を全面的に徹底実行し、大気汚染防止業務を着実に推進し、多くの普及す
べき経験を蓄積した。市共産党委員会と市政府の指導者が高度に重視し、業務
メカニズムを健全にし、全面的に業務を推進し、確実に実行し、科学技術サポ
ートを強化し、科学的汚染対策を重視し、政策・法規命令を打ち出し、取締監
督管理を強化し、協力メカニズムを牽引し、対策成果を保障した。
陳吉寧部長は次のように指摘した。現在の北京市はもっと業務に力を入れな
ければならない。北京市の飛散粉じん汚染、小企業汚染、散炭汚染、ごみ焼
却、茎藁焼却、屋外バーベキューの「三焼き」汚染、北京へ進入するトラック
の汚染および重点地域大気汚染などの問題は依然として客観的に存在してお
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り、大いに重視しなければならない。
また、首都北京の環境質が改善するかどうかは、共産党と政府の信頼性と実
行力に関わり、人民大衆の健康福祉に関わり、我が国の対外国家イメージに関
わる。今後、北京市が次の 5 分野でより明確な認識、より統一した思想、より
強力な措置により、大気汚染防止水準を高め、着実に首都の大気質を改善する
ことを希望する。
第一に、リーダーが高度に重視し、政府の「トップリーダー」の責任を確実
に実行すること。とりわけ区県級政府と部局の環境保護責任を強化し、経済発
展と同時に、着実に大気汚染防止業務を遂行しなければならない。
第二に、断固として散炭、自動車など重点分野の汚染対策業務を遂行するこ
と。散炭対策は「冬の病を夏に予防」として事前に着手しなければならない。
市場監督部局が散炭市場の監督管理を強化し、供給業者の散炭の抽出検査を強
化し、北京の石炭品質要求に適合しない石炭取締特別行動を実施することを提
案する。自動車汚染規制は手を緩めてはならず、引き続き黄ラベル車の廃棄事
業を推進し、新エネルギー車比率を高め、地域公共交通の接続を積極的に改善
し、取り締まりを強化し、大型トラックの中心市街地通過を減らさなければな
らない。
第三に、重点地域の対策の是正強化を展開する。重点地域の環境総合対策を
突破口とし、人力・物力・財力を集中し、重点地域大気汚染防止のインフラ建
設を優先させ、重点地域を環境査察の重点とし、着実に大気質改善を推進しな
ければならない。
第四に、重汚染気象に積極的かつ適切に対応する。重汚染気象の大気質への
影響は非常に大きく、人民大衆への影響も非常に大きい。重汚染気象対応を重
要任務とし、汚染物質濃度の「ピーク削減」を大気質改善目標達成の重要手段
としなければならない。大気質予測情報に基づき、緊急排出削減措置を前倒し
で厳しく行い、汚染物質の排出を最大限減らさなければならない。
第五に、「9.3」記念活動大気質保障業務を確実に行う。APEC 会議期間中
の大気質保障の経験を参考に、協力メカニズムプラットフォームの作用を発揮
し、前倒しで判断し、できるだけ早く予報警報を出し、速やかに措置を採る。
各種の既定の排出削減措置の実行を確保し、排出削減効果を保障する。記念活
動保障業務をきっかけに、着実に大気質を改善し、年間目標任務達成の基礎を
固め、同時に周辺都市の大気汚染防止水準を引き上げ、共同で地域大気環境質
の改善に努力する。
環境保護部は国務院関係部局を調整して全力で北京市政府に協力し、協力メ
カニズムの各種業務に積極的に協力し、共同で大気汚染防止業務を行う。
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出典：中華人民共和国環境保護部
URL：http://www.zhb.gov.cn/zhxx/hjyw/201508/t20150814_308122.htm

【 2015 年 9 月 】
1.8 北京市：北京市がさらに 3 件の大気汚染排出地方基準を公布
（*2015 年 5 月 13 日、北京市は 5 本の大気汚染物質排出地方基準を公布した。
関連動向については、
「二．市の政策動向―1.2. 北京市：5 本の大気汚染物質排
出新基準を公布」をご参照ください。）
公表日：2015 年 9 月 10 日

実施時期：2015 年 9 月 1 日

情報公表組織：北京市環境保護局
分類：地方基準
キーワード：北京市、地方基準、塗装工程、自動車製造、自動車整備
2015 年 8 月末、北京市はさらに 3 件の大気汚染排出地方基準「工業塗装工程
大気汚染物質排出基準」
（DB11/1226-2015）、
「自動車完成車製造業（塗装工程）
大気汚染物質排出基準」
（DB11/1227-2015）、
「自動車整備業大気汚染物質排出基
準」（DB11/1228-2015）を公布した。これら 3 件の基準は今年 9 月 1 日より施
行される。
3 件の基準はそれぞれ塗装工程を有する工業企業、自動車製造業、自動車整備
業の揮発性有機化合物を排出する重点業種に対する汚染排出抑制要求であり、
汚染物質排出上限はいずれも世界先進レベルである。また、基準には原料と副原
料の揮発性有機化合物含有量限度要求と、プロセス措置および管理要求も盛り
込まれ、
「発生源抑制、プロセス監督、末端処理」の全プロセス規制理念を体現
した。
近年、北京市では総合型汚染が日増しに深刻化し、大気質改善に対する大きな
圧力となっている。県級によると、揮発性有機化合物（VOCs）は総合型汚染の
形成過程で重要な役割を果たす。3 件の基準の公布と施行は自動車製造業、自動
車整備業、工業塗装工程における揮発性有機化合物（VOCs）と粒子状物質の排
出を効果的に抑制するだろう。これで「北京市 2013～2017 年クリーンエア行動
計画重点任務分担 2015 年業務措置」で発布した石油精製と石油化学工業、印刷、
木製家具製造、自動車製造、自動車整備、工業塗装の 6 件の揮発性有機化合物排
出重点業種の大気汚染物質排出基準作成業務は完了し、北京市重点業種揮発性
有機化合物排出基準体系が形成された。
基準の公布と施行は、北京市の大気汚染防止を一層強化し、企業に汚染対策施
設のアップグレードを迫り、北京市の大気質改善に積極的な影響を及ぼすだろ
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う。
出典：北京市環境保護局
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/324122/4376994/index.html

1.9 北京市：北京で 10 月 1 日より揮発性有機化合物汚染排出費徴収、キロ当た
り最高 40 元
(*これに関連する中央政府の情報については、中央政府の政策動向「7. 環境保
護部など 3 部・委員会：
「揮発性有機化合物汚染排出費徴収パイロット事業規則」
公布」をご参照ください。）
公表日：2015 年 9 月 15 日

実施時期：2015 年 10 月 1 日

情報公表組織：北京市発展改革委員会
分類：政策・法規命令
キーワード：北京市、揮発性有機化合物、汚染排出費
2015 年 9 月 15 日、北京市発展改革委員会、市財政局、市環境保護局が共同
記者会見を開き、
「揮発性有機化合物汚染排出費徴収基準に関する通達」
（京発改
[2015］2003 号）を公布した。この通達は、2015 年 10 月 1 日より、北京市が
家具製造、包装印刷、石油化学工業、自動車製造、電子工業の 5 大業種の 17 小
分類業種において揮発性有機化合物汚染排出費を徴収すると定めている。
１、徴収範囲は 5 大業種の中の 17 小分類業種
家具製造、包装印刷、石油化学工業、自動車製造、電子工業の 5 大業種は北京
市工業分野の主要な揮発性有機化合物排出業種であり、その揮発性有機化合物
排出量は全市工業揮発性有機化合物排出総量の約 80％を占める。
揮発性有機化合物の排出量を減らし、大気質を改善するために、10 月 1 日よ
り、まず北京市域内の 5 大業種の 17 小分類業種において揮発性有機化合物汚染
排出費の徴収を開始する。
２、差別化汚染排出費徴収政策を実施：キロ当たり最高 40 元
信賞必罰を体現し、高度処理を奨励するために、汚染排出者の揮発性有機化合
物汚染抑制措置の状況に応じ、差別化汚染排出費徴収政策を実施する。その内、
揮発性有機化合物クリーナープロダクション評価を通過し、排出濃度が北京市
排出限度の 50％以下、かつ当月に環境汚染により環境保護部局から処罰されて
いない者の徴収基準はキロ当たり 10 元とする。廃ガス処理設備を設置せず、も
しくは廃ガス処理施設を適切に運転せず、もしくは揮発性有機化合物を基準超
過排出したなどの環境汚染行為があった場合の徴収基準はキロ当たり 40 元とす
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る。その他の状況の徴収基準はキロ当たり 20 元とする。
３、汚染排出費は汚染排出組織の汚染対策に用い、企業の継続的な排出削減を
奨励
汚染排出費徴収関連法規命令に違反した場合は、環境保護部局が「汚染排出費
徴収使用管理条例」
（国務院令第 369 号）などの法令に従い、期限を定めた納付
命令、過料、操業を中断しての是正命令などの措置を採る。汚染排出費は「収支
二本線」管理を実施し、一括して北京市財政の汚染排出費特別資金に納入する。
北京市汚染排出費徴収使用管理に関する規定の範囲内、手続および要件に従っ
て使用し、汚染排出組織の環境保護技術の改良などの汚染防止措置を重点的に
支援し、企業の継続的な排出削減を奨励する。
４、汚染排出コストを高めて企業の調整転換を促し、企業の自主的な汚染対策
実施と排出削減を誘導
汚染排出費徴収は企業の汚染排出、環境容量占用行為に対して行う費用徴収
であり、過去に社会が負担していた環境損失を汚染排出企業の経営コストに転
化して、企業の自主的な汚染対策排出削減を誘導するものである。
揮発性有機化合物汚染排出費徴収基準は、企業の平均的処理コストより低く
ない。つまり、汚染処理は環境保護に有利なだけでなく、企業自身の経済コスト
低減にも有利である。
「汚染排出費徴収使用管理条例」に基づき、企業は汚染排出費納付後も汚染防
止、汚染損害賠償の責任と法令に規定するその他の責任を免れない。よって、企
業が事業活動において環境要因と汚染排出コストを十分考慮し、高度処理と厳
格な管理を通じて、排出削減の目標を達成するよう促す。
揮発性有機化合物汚染排出費の徴収は市場メカニズム作用を強力に発揮させ
ることができるし、高揮発性有機化合物含有の塗料やインキなどの高汚染製品
と生産プロセスの廃止を促し、揮発性有機化合物の排出を減らし、大気質を改善
することが期待できる。
出典：北京市発展改革委員会
URL：http://www.bjpc.gov.cn/gzdt10/mtbd/201509/t9480792.htm

1.10 北京市：重汚染赤色警報の判定レベル引き下げ：判定レベルを大気重汚染
六級から五級に、赤色警報が出たら偶数奇数走行規制
(*関連動向については、
「二．市の政策動向―1.5. 北京市：
「大気重度汚染対応で
採る臨時交通管理措置に関する北京市人民政府通達」公布」をご参照ください。）
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公表日：2015 年 9 月 25 日
情報公表組織：北京市政府
分類：政策動向
キーワード：重汚染赤色警報、判定レベル、偶数奇数走行規制
2015 年 9 月 25 日に北京市は 2015 年第 4 四半期全市公共安全情勢分析会議
を開き、第 4 四半期公共安全リスクポイントと対応措置を公表した。第 4 四半
期に入り、北京市の汚染物質拡散条件は悪化しており、今年改訂した最新の大気
重汚染緊急対応計画に基づき、この冬、大気重汚染赤色警報を発動する可能性が
極めて高い。
エルニーニョの継続的な影響を受け、華北地区では今年の秋冬の気温が高め
で、寒気団の活動は弱く、それに加えて暖房期の石炭燃焼汚染源からの排出量増
加の重畳影響により、大気重汚染出現の確率が高まった。
現在までのところ、北京市はまだ大気重汚染赤色警報を発動していない。しか
し、今年北京市が新たに改訂した大気重汚染緊急対応計画では、大気五級重度汚
染が 3 日以上（72 時間以上）継続したときは赤色警報を発動できることとして
おり、旧版緊急対応計画に規定されていた「将来 3 日連続で六級の重汚染が出
現するとき」と比べて、赤色警報発動判定レベルは大幅に引き下げられている。
北京市環境保護局の分析報告によると、仮に今年第 4 四半期に極端に不利な気
象条件になる場合、大気重汚染赤色警報を発動する可能性が極めて高い。
赤色警報発表の時は、市内全域で自動車偶数奇数走行規制（純電動車を除く）
を実施し、北京市公務用車両は偶数奇数走行をベースに、さらに車両総数の 30％
の使用を取りやめる。小中学校、幼稚園は休校休園としなければならず、企業・
団体は大気重汚染状況に基づきフレックスタイム制度を実施することができる。
また、建築ごみと残土輸送車などの特殊車両は走行を停止し、工事現場は休業し、
道路清掃回数を増やし、関連企業は操業停止・制限を実施し、花火・爆竹の使用
や野外バーベキューを禁止する、などの措置を採る。
第 4 四半期の不利な気象条件に対応するために、市政府は石炭ボイラーのク
リーンエネルギー改良、平屋家屋の石炭から電気への転換、農村地区「石炭削減・
石炭転換」、老朽自動車の廃棄更新、工業企業百項目環境保護技術改良工事を重
点的に推進する。引き続き工事現場発塵、道路飛散粉じん、屋外バーベキュー、
野焼き、裸地などの問題の取締に力を入れる。
同時に、大気重汚染の前に警報を出し、メディアを通じて警報情報を公表し、
公衆が適時に大気重汚染状況と緊急対応措置の実施状況を理解できるよう便宜
を図る。職務怠慢、非効率行政、職務不履行により緊急対応措置が効果的に実施
されなかった場合は厳しく問責する。
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出典：北京青年報
URL：http://epaper.ynet.com/html/2015-09/29/content_156806.htm?div=-1

1.11 北京市：
「京６」基準 2017 年実施に努力：自動車排ガスと石油製品に関連
する草案の策定ほぼ完了
公表日：2015 年 9 月 10 日
情報公表組織：北京晨報
分類：政策動向
キーワード：「京 6」基準、2017 年、草案
注目を集める北京市第 6 段階自動車排出基準、燃料油商品基準、つまり「京
6」基準関連草案はすでに策定がほぼ完了しており、2017 年中に実施するよう努
力する。9 月 9 日、北京市環境保護局自動車排出管理処の李昆生処長は「2015
大都市自動車汚染防止技術セミナー」で上述の発言をした。
李昆生処長によると、北京市の自動車は総量が増え続ける状況下で、燃料油消
費は曲がり角に来ている。自動車排出汚染と同時に減らす必要がある。2017 年
には 2012 年比で自動車用燃料消費総量を少なくとも 5％減らし、自動車が排出
する窒素酸化物、揮発性有機化合物、PM 粒子状物質をそれぞれ 25％、20％、
35％減らすよう努力する。
自動車は北京市における PM2.5 の主な発生源のひとつである。したがって自
動車対策は以前から北京市の大気質改善の重要な一環であり、自動車汚染改善
の方策のひとつが石油製品と排出基準の向上である。李昆生処長は、監視結果よ
り、北京市の大気質を国家規制の基準に持っていくには、各種汚染源全てで総量
を減らさなければならないと述べた。重要な汚染源である自動車汚染排出総量
は大幅に減らさなければならず、北京市で将来、より厳しい、もしくは最も厳格
な自動車排出基準を実施することが、大気質改善にとって必須である。
以前、李昆生処長は「京 6」基準について大まかな解説文を書いている。彼は、
第 6 段階自動車用燃料油地方基準について、米国カリフォルニア州と欧州の関
連基準にならって、ガソリン中の硫黄、オレフィン、芳香族、ベンゼン、蒸気圧、
蒸留過程、およびディーゼル油中の硫黄、多環芳香族、密度などの環境保護指標
をさらに厳しくし、併せて自動車燃料適合性試験を実施し、新しい燃料油基準で
車両 24 万キロ耐久性基準に適合するか検証するつもりであると書いている。
このほかに、国家基準に従い、2017 年に北京・天津・河北を含む重点地区で
第 5 段階自動車用燃料油の供給を開始し、併せて 2017 年に第 5 段階自動車排
出基準を実施する。2018 年より全国で第 5 段階自動車燃料油を供給することも、
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北京市でより厳格な自動車排出基準を実施するための条件作りになる。
李昆生処長は、世界最大の自動車生産国かつ消費国として、長い目で見て、中
国の国情に合った排出基準・法規命令を制定することが必須であると述べた。し
かし、現在包括的な排出法規命令の制定をサポートする支援能力は限られてお
り、北京の非常に深刻な大気汚染状況の下では、過渡期の戦略として、欧米の排
出基準における有利な要素を借りてくることを考慮する。
近年、北京市は新車排出基準を段階的に高め、併せて石油製品の品質を改善し、
使用過程中の自動車の基準達成管理を強化している。また、老朽車両の廃棄を加
速し、すでに 30 件以上の自動車排出関連地方基準を制定施行し、自動車保有台
数の増加と同時に汚染排出総量の低下を実現している。
出典：北京晨報
http://bjcb.morningpost.com.cn/html/2015-09/10/content_365636.htm

【 2015 年 10 月 】
1.12 北京市が新エネルギー車を促進
（*関連動向については、中央政府の政策動向「28. 12 部・委が新エネルギー車
に力を入れ、今年の生産量は世界トップの見込み」をご参照ください。）
公表日：2015 年 10 月 27 日
情報公表組織：人民日報
分類：政策動向
キーワード：新エネルギー車、純電気自動車
国務院常務会議で 9 月末に一連の新エネルギー車発展措置を決定した。これ
らの政策措置は、産業発展、環境保護に関係すると同時に、多くの家庭の消費と
外出に関係しており、購入制限を実行する首都の動向に、世論が注目している。
10 月 26 日、北京で新ラウンドの抽選が始まった。以前と異なり、今回は新エ
ネルギー車の購入枠は抽選を必要とせず、すべて直接配置である。
北京市科学技術委員会が新エネルギー車発展を主に担当しており、科学技術
委員会の担当者が読者の質問に明確に答えた。今回の抽選で新エネルギー車購
入枠を直接配置するのは、これまでの遊休資源の集中配置であり、次にどう新措
置を実行するかは政策研究の最中である。
業界内の専門家はこれについて次のように解説する。北京の自動車総量から
見れば、新エネルギー車を個人向けに長期かつ全面的に開放する可能性は小さ
い。
「各地区は新エネルギー車の走行制限、購入制限を行ってはならない」とい
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うのが今回の世論の焦点だが、巨大都市である首都・北京市の自動車保有量は、
シンガポールの自動車総量の 5 倍、香港の 8 倍に相当する 557.5 万台をすでに
超えており、環境、交通などの面で直面する矛盾と難題は極めて特殊である。北
京市は通常国務院に報告し、実情とリーダーの指示に基づいて、具体的な実施方
法を起草している。
自動車増加規制は、北京がやむを得ず実施している長期的措置である。だが、
増加量の中で新エネルギー車の比率は高まっており、それは必然の趨勢である。
北京市は最近、全市を挙げて新エネルギー車発展を支援すると打ち出した。各関
係部局、組織に対し「山に道を開き、川に橋を架ける」の精神で、新エネルギー
路線バスの使用を加速するよう要求した。
説明によると、2017 年までに北京市は液化天然ガスと電動路線バスの比率を
65％にし、環状五号線内の路線バスのガス、油、電気比率を 5:3:2 にし、路線バ
ス業界の油消費を 4 割減らし、汚染物質排出を半減させるということである。
北京市発展改革委員会の資料によると、現在市内に純電気自動車は 2.3 万台
あり、累計で 5 カ所の大型電池交換所と 1.3 万本の充電ポールを建設し、国内
最大の純電気自動車市場となっている。
電動車使用を制約する最大の問題は充電であり、電気自動車ユーザーの外出
の際の「距離の悩み」を緩和するために、北京は現在、個人自家用車の分野で
6,400 本余りの自家用充電ポールを主に住宅街の個人駐車場に設置し、電動車ユ
ーザーに基本充電保障を提供している。公用の分野では、すでに 3,000 本余り
の公用充電ポールを設置し、今年第 4 四半期には建設中の大量の充電施設が完
成する予定である。路線バス、清掃、タクシーなど公共専用車分野では、すでに
充電・電池交換所が 234 カ所（電池交換所 5 カ所を含む）、充電ポール 3,700 本
が建設され、現在のモデル運行車両の需要を満たすことができている。
また、北京市民は新エネルギー車使用に非常に高い熱意をもっている。今季モ
デル使用した新エネルギーマイクロバス枠の申請者は有効ナンバープレート数
で 17,150 件、前期の 9,448 件から大幅に増加した。
北京は補助金、抽選、外出などの優遇新政策を通じ、新エネルギー車市場を活
性化した。新エネルギー車購入には国家と北京市政府の二重の補助金があり、同
時に車両購入税、免許車船税が減免される。抽選での当選確率は燃料油自動車よ
りはるかに大きく、当選数は毎年増加し、2014 年の分配枠は 2 万台分、2015 年
の分配枠は 3 万台分、2016 年、2017 年は 6 万台分を分配する。今年 6 月 1 日
より、新エネルギー車の外出には走行制限がなくなった。
新エネルギー車発展を自動車産業の「迂回追い越し」の突破口と見なし、北京
は品質安全追求、業界基準制定などの面で全国トップレベルに立ち、新エネルギ
ー車発展の中心地となっている。9 月末時点で、国内外の 13 社に及ぶ主流自動
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車メーカーの新エネルギー車 29 車種が北京で販売された。
商業モデルのイノベーションを奨励し、一方で、異なるレベルの大衆の購買需
要を考慮し、差別化サービスを提供する。もう一方で、車両充電ポール、リース
ネットワークの相互連携を加速し、新エネルギー車時間リースを公共交通の一
部とし、グリーン外出をさらに推進する。現在、北京市電気自動車スマート・サ
ービス・プラットフォームでは、充電ポールの位置検索や予約充電などのオンラ
インサービスをユーザーに提供している。
出典：人民日報
URL：http://env.people.com.cn/n/2015/1027/c1010-27743737.html

1.13 北京市の前 3 四半期の固定汚染源過料が億元を超え、大気環境系の法令違
反案件が五割増
公表日：2015 年 10 月 14 日
情報公表組織：中国環境報
分類：政策ニュース
キーワード：固定汚染源、環境行政処罰、大気環境系法令違反案件
北京市環境保護局は最近通知を出し、今年前 3 四半期の全市固定汚染源環境
行政処罰の立件が 2,492 件、過料額が億元を超えたと伝えた。
報道によると、2015 年 9 月末、北京市環境保護部局は固定発生源環境行政処
罰で 2,492 件立件し、過料額は 11,705.87 万元に達し、前年同期比 29.1％と
100.8％増加した。その内訳は、大気環境系法令違反案件が 1,391 件、過料額
3,170.13 万元、水環境系法令違反案件 132 件、過料額 5,898.32 万元、建設プロ
ジェクト系法令違反案件 497 件、過料額 1,483.7 万元だった。
このほかに、北京市環境保護部局が処罰した環境法令違反案件は 176 件で、
その内訳は公安機関移送後行政拘留 2 件、差押 168 件、日毎過料 4 件、生産制
限・生産停止 2 件だった。また、他にも 1 件の違法汚染排出案件で環境汚染犯
罪容疑者を公安機関に移送した。
今年、北京市環境保護部局は日常取締をベースに、毎月 1 回関係部局ととも
に合同取締ウィークを実施している。1 月～9 月の 9 回の間に、環境保護部局は
発生源としての各種組織 11,620 社を検査し、環境法令違反行為を 821 件立件処
罰し、過料 2,025 万元余りを徴収し、違法組織は全て集中公表した。
報道によると、最近の大気汚染防止の季節的特徴を踏まえ、10 月の合同取締
ウィークにおいて、北京市環境保護、都市管理取締部局は散炭、野焼き、飛散粉
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じん汚染防止業務について以下の監督検査を重点的に行った。第一に、農村と都
市村落の境界域の散炭販売、石炭減少石炭転換業務について取締検査を実施し
た。第二に、茎藁、ごみ、落葉などの野焼き禁止状況を検査した。第三に工事現
場の取締検査を行い、重点的に工事現場の汚染排出申告状況と工事現場の飛散
粉じん汚染防止措置の実施状況を検査した。北京市の環境保護と都市管理取締
部局は合同監督指導チームを結成し、今月の取締ウィークに重点的に各区（県）
で監督検査を行う。
出典：中国環境報
URL：http://www.mep.gov.cn/zhxx/hjyw/201510/t20151014_314964.htm

【 2015 年 11 月 】
1.14 北京で冬季大気汚染防止取締がスタート
（*これに関連する環境保護部の情報については、中央政府の政策動向「27. 環
境保護部が各地区に暖房期間大気汚染防止事業を確実に行うよう要求」をご参
照ください。）
公表日：2015 年 11 月 24 日
情報公表組織：新華ネット
分類：政策動向
キーワード：環境取締、大気汚染、石炭燃焼、VOCs、野焼き
北京市の冬場の大気汚染の特徴に合わせて、11 月に全市で大気汚染特別取締
期間が始まった。この特別行動は 2016 年 3 月末まで続く。環境保護部局の説明
によると、特別取締期間中はボイラーの基準超過排出、野焼き、低品質炭の使用、
営業用小型石炭コンロの使用などの違法行為を厳しく取り締まり、冬季大気汚
染防止防衛戦を展開するという。
現在、全市が秋から冬に移り、重汚染の発生しやすい季節になった。同時に、
暖房時期の石炭燃焼などの汚染排出が増加し、これまでの例では秋冬の季節の
大気改善は難しく、大気汚染防止をめぐる情勢は厳しい。
特別取締期間は 2015 年 11 月から 2016 年 3 月末まで続く。環境保護部局は
冬場の汚染の特徴と通年の汚染規制重点を結合し、主に石炭燃焼汚染、揮発性有
機化合物汚染、野焼きの 3 種類の環境法令違反行為を対象にし、ボイラーの排
出状況、オンライン監視設備の運転状況、石炭ボイラーの炭質状況、低品質散炭
の無許可生産、営業用小型石炭コンロ、重点揮発性有機化合物排出組織、ごみ・
枯れ草・落葉の野焼きの 7 項目を重点に検査する。特別取締期間中、各区県は大
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衆の苦情を手掛かりに重点検査を行い、問題組織を集中的に取り締まり、社会世
論の監督作用を十分に発揮させなければならない。
2016 年 1 月 1 日より、新大気汚染防止法が施行される。環境保護部局は新大
気汚染防止法に基づき、重点地域の重点組織に存在する大気系環境法令違反行
為を重点的に取り締まり、累犯企業と問題の多い郷鎮、区県に対して新大気汚染
防止法の明確な要求に基づき、法令違反企業責任者と関係政府責任者を喚問し、
是正を督促し、環境法令違反行為を厳しく取り締まり、環境質改善を促進し、市
民の健康を保障する。
出典：新華ネット
URL：http://news.xinhuanet.com/local/2015-11/24/c_128461955.htm

1.15 北京が今年初めて大気重汚染オレンジ警報を発令
公表日：2015 年 11 月 30 日
情報公表組織：新浪
分類：ニュース動向
キーワード：環境警報、大気汚染
11 月 29 日 10 時、北京市大気重汚染緊急対応指揮部は 27 日より発動してい
た黄色警報をオレンジ警報に引き上げた。このランクの警報は北京市では今年
初めての発令である。前回のオレンジ警報の発令は昨年の 10 月だった。
説明によると、現在、高湿度、強度逆転層、弱風速などの不利な気象条件の影
響で、汚染物質の拡散が阻まれ、大気質は重度汚染水準である。予報では、11 月
30 日、12 月 1 日は重度汚染状態が続き、緊急対応計画の規定によれば、オレン
ジ警報レベルに達する。
北京市大気重汚染緊急対応指揮部は、全市で土石工事、建物解体、コンクリー
ト打設、建築ごみと残土の輸送、塗装などの施工作業を停止し、緊急対応計画に
従って関係工業企業が生産停止・生産制限措置を実施するよう要求した。
指揮部の予測では、12 月 2 日早朝より、強い寒波の影響で大気質は改善する
ということである。
出典：新華ネット
URL:http://weibo.com/p/1005051912950740/album?from=page_pid_like?wvr
=5.1&mod=piclikemore&phfilter=like#like_nav
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【 2015 年 12 月 】
1.16 環境保護部：現地排出が北京の今回の重度スモッグの主因である
公表日：2015 年 12 月 2 日
情報公表組織：テンセント財経
分類：ニュース
キーワード： スモッグ、汚染警報、自動車排排出、低品質炭
11 月 30 日、北京市は今年最初のスモッグオレンジ警報を発令し、全市の PM2.5
濃度は 12 時間のうちに 10 倍近く上昇した。北京だけでなく、全北京・天津・
河北および周辺地区で 11 月 26 日の夜から広範囲に重汚染天気が出現し、汚染
範囲は拡大し続けている。
今回のスモッグの原因は何か？これまでとどう違うのか？地方政府と関係部
局が採った緊急対応措置は有効だったのか？12 月 2 日、環境保護部はこれらの
問題についてメディアに説明した。初歩的なオンライン発生源解析によると、全
華北地域では、原炭燃焼と工業排出が今回の重汚染プロセスの最大の原因であ
った。また北京では、今回の重汚染プロセスは主に現地排出の寄与がメインで、
中でも自動車排出の寄与度が大きかった。
今回の重汚染期間中、化石燃料もしくはバイオマス燃焼によって排出された
一次粒子状物質が顕著に増加し、原炭の分散燃焼が地面付近の汚染に最も影響
「冬になって、北京および周辺
し、低い面源汚染が PM2.5 濃度に最も貢献した。
地区の石炭燃焼および都市と村落の境界域、農村の分散燃焼の監督が行き届か
ず、それに加えて暖房用ボイラーなどの排出量が増大した。それらすべてが重汚
染天気の原因である」と中国環境科学研究院副院長の柴発合は説明した。
観測データによると、石炭燃焼排出に直接関係する有機物、硫酸塩、ブラック
カーボンなどの物質は、PM2.5 の主要組成であり、石炭汚染が今回の華北地区の
広範囲な大気重汚染を引き起こした主な原因であることを証明している。同時
に、自動車汚染の影響も無視できない。柴発合によると、特に北京などの都市地
区では、自動車の密度や活動強度が高く、汚染物質の低空排出量が多いことが、
現地の PM2.5 濃度に大きく貢献した。
今回の重汚染天気に対応するために、北京・天津・河北および周辺地区ではす
でに多くの都市で対応する等級の警報を発令し、緊急対応計画を発動した。環境
保護部も 11 月 27 日に 10 組の監察チームを北京、天津、河北、山東、河南の 5
省市重点都市の重汚染天気緊急対応状況と大気汚染源排出状況の監察のために
派遣した。
環境保護部の監察結果によると、自動車走行制限措置が徹底されておらず、北
京市豊台区の一部の残土輸送車の走行が止められていなかった。石家荘市の中
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心市街地では大型、中型トラックの走行禁止措置が実行されず、取締官は違反車
両を追い返さなかった。施工と道路の発じん問題はまだ存在し、北京市房山区竇
店ハイエンド産業パーク紫嗎路沿線ではコンクリートミキサー車の往来が頻繁
で、発じん汚染が深刻であった。発見された問題について、監察チームは現場で
是正意見を述べ、地方に対し厳しく取り締まり、是正措置を確実に行うよう要求
した。
このほかに、一部の区県の低品質炭分散燃焼汚染も今回の監察で発見された
問題のひとつである。例えば、北京市豊台区南苑路三営門バスターミナル付近の
一軒の未登録の公衆浴場の小型石炭ボイラーは黒煙を上げていた。新発地馬家
楼橋出口東の住民は低品質炭を暖房に使用し、大量の煙が上がっていた。
「実情を見ると、各級政府は緊急対応措置の発動、協議、実施に多くの対応を
行ったが、郷鎮、街道での実施状況は大幅に割り引かれた。」劉長根は、末端の
政府と関係部局が合力を形成できなかったことと、管理の粗さや欠如により大
気緊急対応計画の効果を目標通り達成できなかった、と述べた。
「予定していた措置を確実に実行して初めて、緊急対応計画はあるべき作用を
発揮できる。」中国環境科学研究院環境と健康イノベーション基地の首席科学者
の張金良は、現在の状況から、生活由来発生源の規制をさらに強化する必要があ
ると考えている。
「これらの重汚染天気の際のみならず平時にも地下鉄出入口付近のバーベキ
ュー屋台を取り締まるべきだ。北京市の大気汚染と重汚染天気防止の緊急対応
業務には、まだ改善すべき点が多い」と張金良は述べた。
「したがって、根本的に産業構造を調整し、生産能力過剰を解消してはじめて
北京・天津・河北および周辺地区の大気汚染防止問題を解決できる」と柴発合は
考える。
「対症療法」の臨時規制措置に対し、産業構造転換、過剰生産能力の解
消は、北京・天津・河北および周辺地区の大気汚染対策にとって「根治治療」の
意味を持つ。
出典：テンセント財経
URL：http://finance.qq.com/a/20151202/051939.htm

1.17「京六」は国五より 40％厳格に
（*「京六」基準の関連情報については、
「二．市の政策動向―1.11 北京市：
「京
6」基準 2017 年実施に努力：自動車排ガスと石油製品に関連する草案の策定ほ
ぼ完了」をご参照ください。）
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公表日：2015 年 12 月 2 日
情報公表組織：経済参考報
分類：政策動向
キーワード：自動車排出、窒素酸化物
最近、北京第六段階自動車排ガス地方基準（京六）意見募集稿が正式に公表さ
れた。それには小型車、大型車、大型エンジンの 3 つの基準が含まれ、公衆は環
境保護局に書面で意見を提出できる。京六基準は 2017 年 12 月 1 日に正式に実
施されると、世界で最も厳しい自動車排出基準になる見込みである。
今回公表されたのは、
「小型車の汚染物質排出規制値と測定方法（北京第Ⅵ段
階）」
（意見募集稿）、
「大型車用圧縮点火式、気体燃料火花点火式エンジンの排出
汚染物質排出規制値と測定方法（北京第Ⅵ段階）」
（意見募集稿）、
「圧縮点火式、
気体燃料火花点火式大型車排ガス汚染物質排出規制値と測定方法（北京第Ⅵ段
階）」（意見募集稿）の三つの基準の意見募集稿である。
この内、小型車については、欧州 6 号小型ガソリン車排出基準が規制値の点
で北京が現在実施している国五基準（欧州 5 号基準に相当）と完全に一致し、排
出削減ポテンシャルがないことを考慮し、世界で最も厳しい自動車排出基準体
系である米国カリフォルニア州の基準を参考に、京六小型車排出基準を制定し
た。
市環境保護局の責任者によると、京六基準は成熟した基準体系を採用し、現在
米国市場ですでに基準達成技術があるため、自動車企業は一定期間内に基準達
成車種を生産供給することが可能であり、しかも大規模生産後は車両コストの
著しい増加はない。
また、京六中の大型車排出基準は新たに追加された世界初の基準である。調査
した結果、エンジン排出基準で定められた走行モードと完成車の実際の路面走
行のミスマッチがあり、しかも完成車は燃料消費を下げるために改めて排出制
御システムを定めたため、大型車の実際の使用中の窒素酸化物排出が高くなっ
てしまった。環境保護取締検査の時に、エンジンを取り外して測定する必要があ
り、取締に不利である。中国を含めて、現在世界各国が新車の排出については大
型エンジン基準だけを制定しており、大型車の新車排出基準はまだない。
京六基準は現在実施している国五基準より 40％厳しくなり、小型ガソリン車、
大型ディーゼル車の 1 台あたりの排出は 40％～50％低下するであろう。京六基
準を手続に従って制定公布し、2017 年 12 月 1 日から実施する計画である。
出典：経済参考報
URL：http://www.jjckb.cn/2015-12/02/c_134875055.htm
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1.18 北京市環境保護局「揮発性有機化合物汚染排出費徴収細則」配布に関する
通知
（*中央政府の関連政策については、中央政府の政策動向「7. 環境保護部など 3
部・委員会：
「揮発性有機化合物汚染排出費徴収パイロット事業規則」公布」を
ご参照ください。）
公表日：2015 年 12 月 4 日
情報公表組織：北京市環境保護局、中国品質ニュースネット
分類：政策動向
キーワード：汚染排出費徴収、揮発性有機化合物、細則
揮発性有機化合物汚染防止を強化するため、
「揮発性有機化合物汚染排出費徴
収パイロット事業実施規則」（財税〔2015〕71 号)、「北京市 2013 年～2017 年
クリーンエア行動計画」(京政発〔2013〕27 号)、
「揮発性有機化合物汚染排出費
徴収基準に関する通知」(京発改〔2015〕2003 号)などの規定に従い、北京市環
境保護局は「揮発性有機化合物汚染排出費徴収細則」を制定した。
この細則は北京市内で石油化学工業、自動車製造、電子、印刷、家具製造の 5
つの業種に従事する汚染排出者から VOCs 排出費を徴収するものである。上述
の業種の汚染排出者が全ての排出口から排出する VOCs 全てについて汚染排出
費を徴収し、
「汚染当量数上位三項目の汚染物質について汚染排出費を徴収する」
という制限を受けず、同時に大気汚染物質中の単項目有機物に対する汚染排出
費徴収も今後行わない。
VOCs 汚染排出費徴収額は費用徴収時期の汚染排出者の VOCs 排出量と当期
に執行する費用徴収基準の乗数とする。費用徴収時期は現行汚染排出費徴収規
則により月ごともしくは四半期ごととする。計算方法は「汚染排出費＝排出量×
費用徴収基準」である。
VOCs 排出の基本費用徴収基準は 20 元/kg である。汚染排出者が積極的に
VOCs 汚染高度処理を行うことを奨励するために、汚染排出者の VOCs 汚染抑
制措置状況に応じ、段階的な差別化費用徴収を実施する。
1．環境保護「トップランナー」は半額とする。VOCs 汚染防止を重点として
クリーナープロダクション審査を実施し、排出濃度が本市の排出規制値の 50％
以下と評価され、かつ当月環境汚染により環境保護局から処罰されていない時
は、費用徴収基準は 10 元/kg とする。
2．環境法違反者は倍加する。廃ガス処理設備を設置せず、廃ガス処理設備を
正常稼働させず、VOCs 排出が本市の基準を超過するなどの環境汚染行為があ
った時は、費用徴収基準は 40 元/kg とする。
3．その他の状況では基本費用徴収基準 20 元/kg を執行する。
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出典：北京市環境保護局
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/413560/413590/414960/4381311/index.
html
《細則》http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1418791.htm

1.19 北京市で 12 月 20 日以降黄ラベル車全市走行禁止に
公表日：2015 年 12 月 11 日
情報公表組織：北京市環境保護局
分類：政策動向
キーワード：新エネルギー自動車、自動車検定、自動車地域走行制限、黄ラベ
ル車
北京市の大気質をさらに改善し、国務院と北京市の黄ラベル車廃棄任務要求
を実施するために、2015 年 12 月 4 日、市環境保護局、市交通委員会、市公安
局公安交通管理局が共同で「黄ラベル車に対し交通管理措置を実施することに
関する北京市環境保護局・北京市交通委員会・北京市公安局公安交通管理局通告」
（京環発〔2015〕35 号）を公布し、2015 年 12 月 20 日より、黄ラベル車の北
京市内走行を終日禁止した。
2008 年より、北京市は関連法令規定を厳格に適用し、地域走行制限の段階的
拡大、補助金による奨励、日常取締強化などの措置を通じ、黄ラベル車廃棄を加
速し、すでに全国各省市の中で真っ先に黄ラベル車汚染問題をほぼ解決した。11
月時点で、北京市ではまだ 1,000 台余りの黄ラベル車が使用されていた。
黄ラベル車汚染問題を完全に解決し、高排出車両汚染を有効に引き下げるた
めに、北京市は「北京市大気汚染防止条例」などの法令に基づき、上海、天津、
深圳、杭州など十数省市の手法を参考に、北京市の高汚染排出黄ラベル車に対し
以下の管理措置を実施する。
（一）黄ラベル車走行制限範囲を拡大する。2015 年 12 月 20 日より、終日黄
ラベル車の北京市内の走行を禁じる。規則に反し走行した黄ラベル車には 100
元の過料を科し、3 点減点する。（二）黄ラベル車で道路運送管理機関が発行し
た「道路運送証」が失効した場合、道路運送管理機関は今後「道路輸送証」を発
行しない。車主に公安交通管理部局に出頭して使用性質変更手続を行うよう促
し、公安交通部局は速やかに変更を行う。
（三）全市の自動車検査測定機関は黄
ラベル車の定期検査測定を停止する。
（四）公安交通管理などの担当部局は営業
用黄ラベル車の廃車解体について厳格に監督する。
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黄ラベル車の大部分が長年定期検査を受けておらず、規定によれば、すでに路
上走行の権利がないので、黄ラベル車の車主に以下の業務を完了させるよう促
す。第一に、大気質を改善するために、黄ラベル車の車主に対して直ちに廃棄し、
新エネルギー車もしくは低排出車に交換するよう提案する。第二に、営業資格を
抹消する場合は、車両を廃棄した黄ラベル車の車主が速やかに公安交通管理部
局に赴いて手続を行うよう促す。
このほかに、黄ラベル車汚染問題がほぼ解決したことを踏まえて、2011 年以
降、本市の高排出老朽車の更新廃棄事業の重点は国一、国二老朽ガソリンマイク
ロバスと国三大型ディーゼル車に移り、使用 6 年以上の老朽緑ラベル車の車主
に対し、政府は補助金を通じて速やかに老朽車を廃棄更新するよう促し、今日ま
でにすでに約 90 万台を廃棄した。政府は毎年平均財政資金を約 10 億元投入し
ており、このような奨励規模は世界中で他にはない。現在、国一、国二老朽ガソ
リンマイクロバスの走行制限措置を専門家が評価検討中である。経済的奨励政
策は 2016 年末で終了するため、車主が至急老朽車を廃棄し、政府の補助金を享
受することを勧める。
出典：北京市環境保護局
URL:http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/331443/331937/333896/4381760/i
ndex.html

1.20 北京赤色警報発令 2 日間でスモッグが 10％～30％低下
(*関連動向については、
「二．市の政策動向―1.5. 北京市：
「大気重度汚染対応で
採る臨時交通管理措置に関する北京市人民政府通達」公布」をご参照ください。）
公表日：2015 年 12 月 21 日
情報公表組織：人民ネット
分類：ニュース
キーワード：スモッグ、緊急対応、赤色警報
北京で大気汚染赤色警報が発令されて 2 日目の 2015 年 12 月 20 日、全市
3,570 か所の施工現場は要求に従い屋外施工作業を停止し、一部の企業・団体は
大気重汚染状況に基づきフレックスタイムを実施したが、奇数偶数規制に違反
する車両の数はかなり多く、市公安交通管理局の公表では昨日発見された走行
規制違反は 2.15 万件に上った。2 日間ですでに走行制限違反車両 4.38 万台を摘
発した。
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初期評価によると、今回の赤色警報対応措置発動以降、北京市の PM2.5 濃度は
10％～30％低下し、とりわけピーク期間の排出削減効果が顕著であった。
19 日 7 時より、北京では今月 2 回目の赤色警報が発令され、全市で自動車奇
数偶数規制、工業企業操業停止・制限、施工現場屋外作業停止などの強制措置が
採られた。赤色警報の下での排出削減効果について、市環境保護監視センターが
2 日間の排出削減措置の初期効果評価を昨日公表した。
張大偉によると、PM2.5 の成分には、有機物、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム
塩がある。その内、有機物の一部は二次転換であるが、多くが自動車と石炭燃焼
の一次排出であり、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩の三成分は主にガス状汚染
物質の二次生成である。
「19 日に措置を発動してから、汚染物質濃度の蓄積、と
りわけ二次生成部分が顕著に緩和された」と張大偉は語った。19 日 7 時の赤色
警報発令後から昨日の 10 時まで、PM2.5 の実際の監視濃度は対策を採らない場
合の数値シミュレーション濃度と比べて各時間段階で 10％から 30％低下し、と
りわけピーク値の排出削減効果が顕著であった。
なぜ今回の排出削減措置の効果がこれほど顕著であったのか？張大偉による
と、主に 3 つの原因がある。第一は、緊急対応削減措置発動時期が早かったこ
と。今回の赤色警報は 19 日 7 時に発令され、大気が静穏状態になる初期に排出
削減措置を始めたため、汚染蓄積量が有意に少なくなった。昨日午前、北京は赤
色警報を発令したが、北京の PM2.5 平均濃度水準はまだ 4 級の中度汚染レベル
で、重汚染水準に達していなかった。第二に、緊急対応措置の規模が大きかった
こと。北京市大気重汚染緊急対応計画によると、予測予報に基づき、今回の汚染
過程では最初から最高レベルの赤色警報を発令し、工業、石炭燃焼、自動車など
各分野で最も厳しい排出削減措置を実施した。今回は前回のようにオレンジ警
報から赤色警報にレベルアップすることはしなかった。第三に、地域連携の起動
が早かったこと。19 日 7 時に北京で赤色警報を発令した時、河北、天津など多
くの都市はすでにもしくは同時にオレンジ以上の大気重汚染緊急警報を発令し、
全地域で汚染源排出強度が低下し、汚染増加速度を緩め、地域汚染濃度をある程
度低下させ、北京の重汚染程度の軽減にも積極的な効果があった。
張大偉によると、11 月以降、北京では 4 回合計 14 日間大気重汚染が発生し、
平均 PM2.5 濃度は 241 ㎍/㎥で、通年の平均濃度への寄与は 6.5 ㎍になり、通年
の改善率を 7 ポイント引き下げた。
「大気重汚染日が二日間だけで、年平均改善
率が 1％減った。したがって重汚染プロセスの通年の大気質任務達成への影響は
大きい」と張大偉は語る。これ以前は「一が十に相当」と言った。つまり一級の
日の PM2.5 日平均濃度は 20 ㎍/㎥で、重汚染の時の日平均濃度は 200 ㎍/㎥以上
であるから、重汚染の日 1 日の濃度が一級の日の 10 日間の合計に相当するので
ある。
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張大偉によると、今年の大気質には顕著な特徴がある。つまり「前が良くて後
が悪い」、前 9 か月の北京の大気質改善は非常に著しく、青空の日が多く、重汚
染の日は少なかった。しかし 10 月から、特に 11 月と 12 月は、大気質が著しく
悪化した。
「実は、最近数か月の北京の汚染物質の排出量はそれほど増えていな
いが、不利な気象条件の影響で、重汚染が頻発している」と張大偉は語る。それ
でも、19 日時点で、北京の今年の基準達成日数は去年同期より 20 日増え、重汚
染日数は昨年同期比で 9 日減った。その内 PM2.5 平均濃度は前年同期比 10％以
上低下し、その他の各種汚染物質の減少幅はさらに顕著である。
全ての排出削減措置の中で、自動車奇数偶数規制が注目されているが、排出削
減効果が最も大きいのだろうか？張大偉によると、現在観測データを見る限り、
その見方を支持するには足りない。しかし、本市の主要発生源インベントリーを
見ると、自動車は依然として北京の最大の汚染排出源であり、赤色警報の時のよ
うな排出削減措置においては、奇数偶数走行規制措置の寄与度は最大のはずで
ある。
出典：人民ネット
URL:

http://leaders.people.com.cn/n1/2015/1221/c58278-27954357.html

1.21 北京の来年の石炭燃焼総量は 1,100 万トンに低下
(*石炭消費総量規制については、中央政府の政策動向「6. 大気汚染対策重点都
市石炭消費総量規制作業プラン」」をご参照ください。）
公表日：2015 年 12 月 31 日
情報公表組織：人民ネット
分類：業界ニュース
キーワード：石炭燃焼汚染、エネルギー構造
計画によると、北京は 2017 年に全市の石炭燃焼総量を 2012 年比で 1,300 万
トン削減することを決め、来年の全市石炭燃焼総量は 1,100 万トン以内に減る
見込みである。また、陝京四線を 2017 年に竣工させれば、北京に「多ガス源、
多ルート」のガス供給保障枠組みが完成する。
石炭燃焼総量を 1,200 万トンに減少
2012 年、全市石炭燃焼総量は 2,300 万トンであった。国家大気汚染防止行動
計画の徹底実行のために、2013 年に北京は「2013 年～2017 年石炭燃焼圧縮と
クリーンエネルギー建設事業プラン」を制定した。説明によると、2015 年の全
市石炭消費総量は 1,200 万トン前後まで減り、石炭消費総量 2012 年比 1,100 万
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トン前後削減の目標を達成した。
この他に、大唐高井、京能石景山、北京国華の 3 基の石炭燃焼コジェネレーシ
ョンプラントが 2014 年 7 月 23 日、2015 年 3 月 19 日、20 日にそれぞれ操業
を停止した。全市合計で 12,616 蒸気換算トンの暖房用石炭ボイラーの改造を完
了した。市街化六区で石炭ボイラーゼロをほぼ実現した。全市累計で工業用ボイ
ラー3,307 蒸気換算トンを改造し、市級以上の工業団地で生産用エネルギーのク
リーン化をほぼ実現した。
北京市発展改革委員会によると、四大ガス焚きコジェネレーションセンター
の総投資額は約 477 億元にのぼり、新設クリーン熱供給能力は 1 億㎡（石炭給
熱 8,400 万㎡を代替）である。その内、西南コジェネレーションセンターのガス
焚き装置 2 台は 2013 年 3 月に完成し生産を開始した。西北コジェネレーショ
ンセンターのガス焚き装置 6 台は 2014 年 10 月に全て完成して生産を開始した。
東北コジェネレーションセンターのガス焚き装置 4 台は 2015 年 8 月に全て完
成して生産を開始した。東南コジェネレーションセンターのガス焚き装置の最
後の 2 台は 2017 年初めに完成して生産を開始する予定である。現時点で、全市
で石炭燃焼圧縮事業を推進し、全社会累計投資額は 300 億元に達し、その内、
市政府の固定資産投資は 36.7 億元である。
現在市の中心地域ではすでにほぼ無石炭化を実現し、市街化六区ではすでに
集中熱供給クリーン化を実現した。石炭の一次エネルギー消費構造に占める比
率は 2010 年の 29％から 14％に低下し、優良エネルギー比率が 86％になった。
また、新エネルギーの面では、全市の太陽光発電能力が 16 万 kW になり、地熱
とヒートポンプ利用面積が 5,000 万㎡を超え、新エネルギーと再生可能エネル
ギーの比率が 6％になった。
説明によると、コジェネレーションセンターが全て完成し、石炭火力発電所が
全て操業を止めると、北京市コジェネレーション装置のエネルギー利用効率は
20％高まり、給電石炭消費は kWh あたり 85g 減り、同等規模の石炭火力発電装
置と比べて標準炭換算で年間 300 万トンの節約になる。三基の石炭火力発電所
の操業停止後、旧来の石炭火力発電装置の汚染物質排出と比べて、全市では概算
で毎年二酸化硫黄排出が 7,400 トン、窒素酸化物排出が 14,000 トン、粉じん排
出が 2,220 トンそれぞれ純減する予定である。
陝京四線の再来年竣工を確保
発展改革委員会によると、ガス源保障は主に天然ガス外部保障プロジェクト
の建設であり、陝京四線を 2017 年に確実に竣工・使用開始すれば、北京に「多
ガス源、多ルート」のガス供給保障枠組みができる。
説明によると、陝京四線幹線は西は陝西省楡林市靖辺県靖辺の起点から、東は
北京市内の高麗営の終点まで、総パイプライン長は 1,272.5km、設計年間ガス
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輸送能力は 300 億㎥である。
陝京四線は長慶地区を通って環渤海地区と経由地区に天然ガスを送る陝京一
線、二線、三線に続くもう一つのエネルギールートであり、全国の天然ガスパイ
プラインレイアウトの中で戦略的意義を有している。
1997 年 8 月から 2010 年末まで、陝京一線、二線、三線が相次いで開通し、
北京の「都市供給の生命線」となった。統計によると、2013 年、陝京一線、二
線、三線は累計でこれまでに北京に 99 億㎥のガスを送った。
出典：人民ネット
URL：http://env.people.com.cn/n1/2015/1231/c1010-27998077.html

1.22 北京市街化六区で集中暖房クリーン化が実現
公表日：2015 年 12 月 31 日
情報公表組織：北京日報
分類：ニュース動向
キーワード：石炭燃焼汚染、エネルギー構造
北京に送る天然ガスを集めて、発電と同時に循環水を 100℃以上に加熱し、そ
の水を熱供給網を通して各家庭に送る。寒い冬に、西北コジェネレーションセン
ター京西コジェネレーションプラントで「沸かした」100℃以上の「熱水」が、
毎日 24 時間北京西部の 1,800 万㎡の建物を温める。
現在、北京が建設を計画している四大ガス焚きコジェネレーションセンター
のうち 3 か所がすでに生産を開始し、東南コジェネレーションセンターの 2 台
のガス焚き装置が 2017 年初めに完成して生産を開始すれば、全体として石炭燃
焼を 920 万トン前後減らすことができる。30 日、北京市発展改革委員会は、12
月 31 日現在、概算で北京市の今年の総石炭消費量は 1,200 万トンであったと発
表した。この数字は 2012 年比で 1,100 万トン前後の削減であり、ほぼ半減し
た。
最後の 2 台のプラントが設置されれば四大コジェネレーションセンターが完
成
「以前の熱供給は石炭であったが、今は天然ガスに代わって排出削減効果がす
ぐに表れた。」従業員の王帆がマウスをクリックすると、プラットフォーム上で
監視しているリアルタイムデータがすぐにスクリーンに表示された。出水の温
度は 110℃を超えており、時間当たり流水量は一万トン近いが、検出される窒素
酸化物排出量はわずか 16mg/㎥である。
「この数字は北京の排出基準のたった半
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分だ。」
実際、ガス焚きコジェネレーションセンターはかなりの程度、京能石景山石炭
燃焼コジェネレーションプラントの機能を代替している。去年 7 月、使用半世
紀にわたった大唐国際高井コジェネレーションプラントの 6 台の石炭焚き装置
が全て停止し、北京の大型石炭燃焼コジェネレーションプラント操業停止の序
幕を開けた。それに続き、他の二つの「大口石炭燃焼会社」である京能石景山と
北京国華石炭燃焼コジェネレーションプラントも今年 3 月に停止し、本市最後
の大型石炭燃焼コジェネレーションプラントである華能コジェネレーションプ
ラントも来年には完全に創業停止となる。
この三基の石炭焚き装置が停止すると、北京では概算で毎年二酸化硫黄排出
が 7,400 トン、窒素酸化物排出が 14,000 トン、粉じん排出が 2,220 トン純減す
る。
「老兵」が除隊して、
「新兵」が入隊する。大型ガス焚きコジェネレーション
センターが続々と操業を開始している。最も早い西南コジェネレーションセン
ターの 2 台のガス焚き装置は 2013 年 3 月に全て完成し操業開始した。西北コ
ジェネレーションセンターの 6 台のガス焚き装置は 2014 年 10 月に完成し操業
開始した。東北コジェネレーションセンターの 4 台のガス焚き装置は今年 8 月
に完成し操業開始した。
「北京四大コジェネレーションセンターのうち東南コジ
ェネレーションセンターの 2 台のガス焚き装置だけがまだ操業開始しておらず、
2017 年初に完成し操業を開始する予定である」と市発展改革委員会の責任者は
語った。コジェネレーションセンターが全て完成し、石炭焚き装置が全て操業を
停止すると、北京のコジェネレーション装置のエネルギー利用効率は 20％高ま
る。
「陝京四線」が 2017 年に完成
北京市発展改革委員会のデータによると、石炭燃焼削減事業を推進するため
に、北京市は 3 年間で累計 300 億元近くを投資し、その内、市政府固定資産投
資が 36.7 億元である。これと同時に、北京市は 12,616 蒸気換算トンの暖房用
石炭ボイラー改造を完了し、市街化 6 区では石炭ボイラーゼロをほぼ実現した。
全市累計で工業用ボイラー3,307 蒸気換算トンを改造し、市級以上の工業団地で
生産用エネルギーのクリーン化をほぼ実現した。東城区と西城区の 8 万戸近く
の平屋住宅住民の「石炭電気転換」を行い、農村と都市村落境界域では「石炭電
気転換」と「石炭ガス転換」により民生用散炭 7.8 万トンを削減した。
また、天然ガスパイプライン建設について、この責任者は記者に、現在建設中
の陝京天然ガス四線の北京の主要工事は完了し、北京市発展改革委員会は調整
を強化して、2017 年の完成と操業開始を確保すると述べた。
陝京四線幹線は、西は陝西省楡林市靖辺県靖辺の起点から、東は北京市内の高
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麗営の終点までである。これは、長慶地区を通って環渤海地区と経由地区に天然
ガスを送る陝京一線、二線、三線に続くもう一つのエネルギールートである。去
年 8 月、陝京四線ガスパイプライン工事が国家発展改革委員会の承認を得たこ
とは、陝京四線が実質的な建設段階に入ったことを示している。
北京市の新エネルギーと再生可能エネルギーも長足の発展を遂げ、現在北京
市の太陽光発電能力は 16 万 kW になり、地熱とヒートポンプ利用面積は 5,000
万㎡を超え、新エネルギーと再生可能エネルギーの比率は約 6％になった。
来年は石炭燃焼を 1,100 万トン以内に抑制
「北京市 2013 年～2017 年石炭燃焼圧縮とクリーンエネルギー建設事業プラ
ン」は石炭燃焼圧縮事業に必達目標を設定した。2017 年の北京市石炭燃焼総量
を 2012 年比で 1,300 万トン削減する。これが意味するのは、二年以内に北京市
の石炭消費総量を 1,000 万トン以内に減らすということである。
「とりあえず来年の石炭燃焼を 1,100 万トン以内に減らす」と北京市発展改
革委員会の責任者は語った。現在北京市は来年の石炭燃焼圧縮プランを制定中
であり、来年の 1,100 万トン以内抑制は、2017 年の基本目標実現の下準備であ
る。
現在北京市の中心地域ではほぼ無炭化が実現し、市街化六区では集中暖房ク
リーン化がほぼ実現し、石炭の一次エネルギー消費構造における比率は 2010 年
の 29％から 14％に下がり、良質エネルギーの比率が 86％になっている。
現在北京の石炭消費量は、郊外が四分の三以上を占めている。市街地の石炭燃
焼圧縮は成果が出ているが、どのようにして郊外の石炭燃焼量を減らすのだろ
うか？
「今後は鎮級以下のボイラーと農村の散炭を重点的に改造する」と北京市発展
改革委員会の責任者は述べた。平原地区で条件のある所は天然ガス転換を主と
し、条件のない所は地熱などの再生可能エネルギーへの転換を主とする。
出典：北京日報
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/31/content_5029890.htm

【 2016 年 1 月 】
1.23 北京は冬季重汚染のために PM2.5 通年改善率を 15.5 ポイント失う
公表日：2016 年 1 月 7 日
情報公表組織：中国政府ネット
分類：ニュース動向
キーワード：PM2.5
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2015 年の冬に入ってから、汚染排出と不利な気象条件の影響で、北京・天津・
河北および周辺地区で数回広範囲の重汚染天気が出現した。2015 年 11 月 15 日
から 12 月 31 日まで、北京市の PM2.5 濃度は 2014 年同期比で 75.9％上昇し、
PM 2.5 年間改善比率は 15.5 ポイント失われた。
公衆の期待とはまだ差があるが、大気汚染防止事業は 2015 年に段階的な成果
を上げた。環境保護部の監視データによると、全国 338 都市の浮遊粒子状物質
（PM10）年間平均濃度は前年同期比 7.4％低下した。微小粒子状物質（PM2.5）
平均濃度は 50 ㎍/㎥で、その内 161 の比較可能な都市では前年同期比 11.3％低
下した。
2015 年、北京・天津・河北および周辺地区、長江デルタ、珠江デルタの微小
粒子状物質（PM 2.5）平均濃度は前年比それぞれ 10.4％、11.7％、19.0％低下し
た。
春節が迫り、中国は花火爆竹消費のピークとなる。環境保護部は近日通達を出
し、各地区に事前に祝日期間の大気汚染状況の変化動向の分析と予測を行うよ
う指示し、特に北京・天津・河北および周辺地区については、不利な気象条件に
なった場合、厳格に各地区の重汚染天気緊急対応計画に従い、花火爆竹使用禁
止・制限措置を採るよう指示した。
環境保護部は通達の中で、各地区に対して春節期間中の科学的かつ効果的な
花火爆竹使用禁止・制限プランを作り、部局の責任を明確化し、販売ルートの厳
格取締、使用地域の厳格規制、管理監督手段の厳格化などの措置を採り、冬季重
汚染天気対応事業と結びつけ、花火爆竹使用禁止・制限管理を実行し、大気質改
善目標の実現を促進するよう要求した。
同時に、環境保護部は各地区への日常監督管理を強化し、合同取締を厳格化し、
命令に反して花火爆竹を生産、販売、使用した場合は断固処罰し、併せて公表す
るよう要求した。不利な気象条件の間は、取締検査の回数を増やして強度を高め、
規則違反行為を有効に減らし、花火爆竹使用による大気汚染を軽減するよう要
求した。
出典：中国政府ネット
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/07/content_5031242.htm

1.24 2015 年北京市の環境保護部局は環境法令違反過料通知を 1.83 億元分発行
公表日：2016 年 1 月 7 日
情報公表組織：北京市環境保護局
分類：ニュース動向
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キーワード：環境法令違反、自動車排出、汚染源規制
2015 年、北京市環境保護部局は環境法令違反過料通知を合計で 1.83 億元分
発行した。その内訳は、全市環境監察部局は環境保護大検査を本筋とし、大気質
改善を目標とし、、
「各種環境問題の実態を全面的に把握し、事実に基づき各種汚
染源ファイルを作り、各種環境法令違反行為を厳格に処罰する」という 3 つの
重点事業が中心となっており、通年で立件処罰した固定汚染源の環境法令違反
行為は 3,495 件、過料 1.56 億元に達した。その内、大気環境系違法行為過料金
額は 4,404.23 万元であった。北京市移動汚染源取締部局は大型ディーゼル車監
督管理を突破口に、自動車排出監督取締を組み合わせ、合計で各種移動汚染源違
法行為を 9,025 件処罰し、過料額は 2,652.46 万元に達した。
環境保護大検査実施で顕著な成果
第一に、各種汚染源を全数検査した。街道、郷鎮、村、社区の末端の力を動員
し、逐一訪問調査した。全市で汚染源組織 62,300 カ所を調査し、その内 19,500
カ所の重点業種汚染源には「1 工場 1 ファイル」を作り、汚染源規制の基礎を固
めた。
第二に環境法令違反行為を厳しく処罰した。通年で固定汚染源環境法令違反
行為を 3,495 件立件処罰し、過料は 1.56 億元、前年比それぞれ 26.9％、93.4％
増加した。その内、大気環境系違法行為は 1,937 件、過料 4,404.23 万元、それ
ぞれ固定汚染源環境法令違反行為総数の 55.4％と 28.2％を占めた。
第三に、新「環境保護法」の徹底的な実行により取締姿勢を強化した。新「環
境保護法」が賦与した日毎過料、差押・押収、行政拘留、生産制限・操業停止な
どの新措置により、298 件の違法行為を厳しく処罰し、その内 3 件を公安機関
に移送し、4 件に日毎連続過料を科し、2 件に生産制限・操業停止を命じ、289
件の差押を行った。大興、房山、通州、朝陽、豊台の各区で大量の無処理設備の
石炭焚き小規模ボイラー、自動車修理吹き付け塗装ブースと家具・粉じん業種配
電箱などの生産設備を差し押さえ、即時排出差止を行い、取締姿勢を強化した。
第四に、公衆が積極的に参加し、環境問題を訴え、環境保護部局は速やかに処
理した。通年で 12369 ホットラインは市民の苦情・告発・陳情事案を 30,014 件
受理し、前年比 14％増加し、全て制限時間内で処理終了した。市民の相談への
回答は 15 万件余りで前年比 6％増加した。
第五に、メッシュ化環境規制体系を構築した。都市管理システムのメッシュ化
によって、市級がトップダウンデザイン、区県が実施指示、街道・郷鎮・村（社
区）が実行のメッシュ化環境規制メカニズムを構築し、区、街道（郷鎮）、社区
（村）三級メッシュ化環境規制体系をほぼ構築し、現在市内全域で基礎メッシュ
2.2 万件を区分し、メッシュ化要員 4.6 万人を配備した。
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大気汚染源規制の重点化とメカニズム改善
環境監察取締は大気質改善を主とし、大気汚染源規制を重点とした。第一に、
日常取締に加えて取締を強化し、合同取締週間を実施した。毎月 1 週間を使っ
て多部局合同取締を行い、環境保護と都市管理取締部局はさらに 8 項目の共同
事業メカニズムを構築した。
第二に、冬季の汚染の特徴に対し、今冬来春の大気特別取締シーズン行動を実
施した。ボイラーと印刷、家具、石油化学、自動車製造、工業塗装、自動車修理
の揮発性有機化合物（VOCs）業種新排出基準を実行するために、都市管理、品
質監督部局と合同で「3 種類の燃焼」、「3 種類の粉じん」、低品質炭販売などの
違法行為を厳しく取り締まった。現時点で、全市の環境保護部局は汚染源組織も
しくはポイント 8,844 カ所を検査し、295 件の違法行為を立件処罰し、過料
1,010.5 万元を科す予定である。
第三に、北京・天津・河北環境取締連動メカニズムを構築し、天津、河北と環
境取締連動メカニズムの協定を締結し、初回の合同会議を開催し、最初の大気重
汚染赤色警報期間に北京・天津・河北三地区の環境取締部局を組織して環境取締
連動メカニズムを発動し、三地区は統一プランに従い連動取締行動を実施した。
2015 年移動汚染源監督取締状況
2015 年、全市の移動汚染源取締部局は大型ディーゼル車監督管理を突破口に、
自動車排出監督取締を組み合わせ、合計で各種移動汚染源違法行為を 9,025 件
処罰し、過料額は 2,652.46 万元に達した。
第一に、発生源監督管理を行い、汚染増量を抑制した。北京は大型車 OBD（オ
ンボード診断システム）検査と車載実験の回数を増やし、車両基準超過問題を速
やかに処罰し、効果的に新車メーカーに警鐘を鳴らした。車両販売会社と環境検
査機関に品質保証体系報告を求め、企業の環境保護品質管理を強化させ、企業環
境責任を遂行させた。
第二に、合同取締を行い、汚染ストックを削減した。市級産業管理プラットフ
ォームを総合的に運用し、使用過程車の排出監督取締を強化し、大口自動車使用
業者を管理し、
「偽国三」車両を厳しく取り締まり、合同夜間取締を実施し、共
同予防管理を実施し、黒煙を排出している大型ディーゼル車を厳しく検査した。
第三に、科学技術監督管理の優位性を十分に発揮し、車検車両の安定的基準達
成を確保した。全市合計で車検場を延べ 6,716 回検査し、車両を 43.3 万台監督
検査し、車検ライン 17 本を止め、規則違反の車検場 11 カ所を処罰し、過料 14.5
万元を科した。ネットワーク監視の優位性を発揮し、検査の流れを厳しく監視し
た。区県属地監督管理を強化した。市交通委員会、品質監督局、交通管理局との
共同行動で、車検場周辺の非正規修理企業の浄化装置規則違反貸出行為と闇ブ
ローカーの問題を重点的に取り締まった。
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第四に、油・ガス対策の成果をうち固め、VOCs 排出を削減した。今年上半期、
自動車排出管理センターは給油所、石油貯蔵庫、石油タンクローリーを合計延べ
3.4 万回測定検査し、検査合格率は 93.1％、処罰 142 件、過料合計 514．96 万
元であった。
2016 年の環境監察は 3 分野の重点業務を推進
2016 年、全市の環境監察系統は環境保護業務を中心に、日常監督管理のラン
ダム検査と重点業種特別検査を組み合わせ、監察監視範囲の拡大、検査回数の増
加、違法行為の厳罰などの措置を通じて、環境質の改善を図るとともに環境安全
保障に強力な法執行保障を提供する。
第一に、環境規制長期効果メカニズムを推進する。一方で、メッシュ化環境規
制制度を推進し、都市村落境界域地区に優先的にメッシュ化規制体系を構築し、
街道、郷鎮が環境保護監督管理の職責を果たすよう督促する。同時にネットワー
ク要員の研修指導と考課を強化し、大部分の環境汚染問題を末端で発見し解決
できるよう努力する。もう一方で、国務院、環境保護部、市政府のランダム検査
規範の事前事後の監督管理の規定を広め、日常環境規制で検査対象のランダム
抽出、取締官のランダム派遣の「ダブルランダム」検査メカニズムを実行し、汚
染源を重点、一般、特殊に 3 分類し、分類ごとに差別化した検査監督管理を実施
する。
第二に、新法、新基準の実施を徹底し、重点業種特別検査を集中的に実施する。
大気分野では、新「大気汚染防止法」を徹底的に実行し、ボイラーと家具製造、
印刷、自動車修理、自動車製造、化学工業、工業塗装の業種の VOCs など新し
い排出基準を徹底的に実行し、第 1 四半期は暖房期間のボイラーと VOCs 排出
企業、第 2、第 3 四半期は家具製造、印刷、自動車修理、自動車製造、化学工業、
工業塗装業種、第 4 四半期は石炭燃焼汚染を重点とし、取締検査を実施する。水
分野では、
「北京市水汚染防止事業プラン」と「都市汚水処理場水汚染物質排出
基準」
（DB11/890-2012）、
「水汚染物質総合排出基準」
（DB11/307-2013）の 2016
年の新しい排出規制値をもとに、第 2 四半期は汚水処理場と工業団地の集中汚
水処理施設、夏季はごみ処理施設、ごみ中継施設および糞尿処理場、第 3 四半期
は地表に排出する工業企業を重点とし、取締検査を実施する。
第三に部局共同取締を強化し、監督管理合力を形成する。都市管理、品質監督、
住宅と都市農村建設、市政・市景観、国土、農業、水務などの部局との合同取締
メカニズムを強化し、毎月継続して 1 週間「合同取締週間」行動を展開し、「3
種類の燃焼」、「3 種類の粉じん」、低品質炭販売、河道、流域水汚染行為の監督
管理を強化する。公安機関との意思疎通と協力を強化し、環境法令違反行為の行
政拘留と環境汚染犯罪の刑事責任追及を強化する。
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出典：北京市環境保護局
URL:
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/331443/331937/333896/4383137/index.html

1.25 北京市区両級環境保護部局が石炭燃焼汚染の合同検査を実施
公表日：2016 年 1 月 15 日
情報公表組織：北京市環境保護局
分類：ニュース動向
キーワード： 民生用石炭、クリーンエネルギー改造、合同検査
2016 年 1 月 14 日、北京市環境監察総隊と大興区環境保護局は石炭燃焼汚染
合同特別検査を実施した。取締官は大興区黄村鎮西磁工業区にある北京永生鑫
鑫装飾有限公司に対して現場検査を実施した。現場検査において取締官はこの
企業が石炭ボイラーに除じん脱硫処理装置を設置しておらず、しかも環境保護
審査手続を行っておらず、違法石炭ボイラーであることを発見し、現場でこのボ
イラーの配電設備を差押封印した。また、近隣の公衆浴場の現場検査を行い、違
法に小型ボイラーを使用していることを発見し、取締官は現場でその使用停止
を命じ、クリーンエネルギーに転換するよう要求した。
大興区環境保護局は 2015 年 11 月からの暖房期間に入ってから、北京市環境
保護局の大気汚染特別取締シーズン要求を実行し、暖房期間の大気汚染防止業
務を積極的に行っている。一方で、大興区内の低品質炭使用、営業用小型ボイラ
ー使用などの違法行為を集中的に厳しく処罰している。12 月 31 日までに石炭
ボイラーを 21 カ所で差し押さえた。もう一方で、重点的に石炭ボイラー使用組
織に対して監察監視を実施し、品質監督部局と合同で石炭関連組織の炭質検査
を実施し、都市管理部局と合同で低品質民生用石炭を無許可販売する移動販売
業者を取り締まっている。現時点までにすでに特別夜間検査を 15 回実施し、石
炭ボイラー68 カ所を監察監視し、その内 7 カ所の汚染物質超過排出の疑いのあ
る組織に対しては立件して処罰する予定である。品質監督部局との合同検査を 5
回実施し、9 組織の炭質の抜取測定を行った。都市管理部局と合同検査を 5 回実
施し、無許可低品質炭移動販売業者 5 人を処罰した。
今後、大興区環境保護局は引き続き民生用石炭処理関連要求を実行し、2016
年度環境保護監察業務の重点を踏まえ、大興区メッシュ化環境規制手段を利用
し、区の工商、都市管理、品質監督などの部局および地元勢力と共同で、石炭燃
焼対策をさらに強化し、併せて大興区クリーンエネルギー改造事業を推進する
予定である。
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出典：北京市環境保護局
URL：
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/331443/331937/333896/4383457/index.html

【 2016 年 2 月 】
1.26 北京が 2016 年に揮発性有機化合物などの新排出基準執行状況を環境監察
の重点に
公表日：2016 年 2 月 13 日
情報公表組織：中国政府ネット
分類：ニュース動向
キーワード：揮発性有機化合物、石炭燃焼汚染、工業排出
2016 年環境監察では、新法、新基準の実行、長期効果メカニズムの推進、部
局監督管理の連携強化を推進する。その中で、揮発性有機化合物（VOCs）など
の新排出基準が、環境監察の重点分野となる。
大気汚染防止、新「大気汚染防止法」貫徹実行の面では、今年北京市がボイラ
ーと家具製造、印刷、自動車修理、自動車製造、化学工業、工業塗装など VOCs
排出業種で新しい業種排出基準を実施する。
北京市環境監察総隊長の仲重磊によると、第一四半期は暖房期間のボイラー
と VOCs 排出企業を取締検査の重点とし、第二・第三四半期は家具製造、印刷、
自動車修理、自動車製造、化学工業、工業塗装などの業種を重点とし、第四四半
期は石炭燃焼汚染を重点とする。
仲重磊によると、今年、北京市はメッシュ化環境監督管理制度をさらに推進し、
都市村落境界域でのメッシュ化環境監督管理体系構築を優先し、街道、郷鎮に対
し環境保護監督管理の職責を果たすよう督促する。同時に、メッシュ担当者の研
修指導と考課を強化し、大部分の環境汚染問題を最初に末端で発見し、解決する
よう努力する。
また、さらに環境保護部局と都市管理、品質監督、住宅・都市村落建設、市政・
都市景観、国土、農業、水務などの部局との合同取締メカニズムをうち固め、
「三
焼」、
「三塵」、低品位炭販売、河川・流域水汚染行為の監督管理を強化し、環境
法令違反行為の行政拘留と環境汚染犯罪の刑事責任追及を強化する。
出典：中央政府ポータルサイト
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-02/13/content_5040868.htm
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1.27 北京市が政府業務の業績考課を実施：PM2.5 が必達目標のトップ
公表日：2016 年 2 月 19 日
情報公表組織：北京市環境保護局
分類：人民日報
キーワード：PM2.5、環境指標
2 月 15、16 の両日、北京市政府は市級行政機関と区政府の 2015 年度業務業
績考課を実施し、51 部局のトップリーダー、16 人の区長が、業績と清廉に関す
る報告を行った。2,000 以上の指標によって構成される総合考課体系は、「イノ
ベーション、協調、グリーン、開放、共有」という新発展理念を中心とし、同時
に一つ一つ触知可能なベンチマークに数値化し、それぞれが必ず実現すべき具
体的目標に数値化された。
評価委員の「考課点数表」を見ると、考課は 9 分野で行われることが分かる。
環境指標が前にあり、経済指標が後ろにある。
「病の治療」指標が前にあり、発
展指標が後ろにある。必達指標が前にあり、努力指標が後ろにある。
人口調整、機能分散、北京・天津・河北共同発展に対するサービスは、一票否
決式の必達指標であり、それぞれの順番は第一、第二位である。2015 年初、各
地区はこの二つの「人を分散させ、企業を移転させる」という指標が一番難しい
と感じていたが、年末には 16 区全てで達成されていた。
環境指標は、必ず完了すべき必達指標であり、PM2.5 がトップである。今年達
成できなかったのは意外にも東城区であった。東城区は客観的原因を精緻に分
析し、改善措置を提出した。一方、治水目標は、延慶以外の 15 区いずれも達成
できず、来年は全市の重点指標となる。達成できなかった場合には、記録を組織
部に送って人事ファイルに記入し、幹部考課の資料となる。清廉指標は最低限の
指標であり、8 項目の規定があり、詳細に検討される。規律検査委員会、監察部
局の考察考課、面談内容が全て記録される。
北京市長の王安順は最初から最後まで会議に参加し点数をつけた。彼による
と「考課を通じて、中央の要求、新しい理念を確実に実行しなければならない。
考課を通じて、凡庸な政府、怠惰な政府を改め、不適応、不作為、不親切の問題
を解決し、「ミニ腐敗」「ソフト腐敗」を調べ上げなければならない。」
北京市各区の間の発展水準の格差は大きい。北京市政府の業績管理は差別化
考課を強調する。懐柔、平谷、門頭溝、延慶、密雲の 5 区は、生態涵養発展区で
あり、緑を保護育成し、首都の生態障壁となることが業績となる。したがって生
態保護に重点が置かれる。懐柔の特色指標は、文化産業である。延慶の特色指標
は、山間地経済である。これらの北京経済の後進区が職務報告をした時に、青い
山、清潔な水がある地元に対する誇りが感じられた。
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東城、西城は首都の機能核心区であり、中央にサービスし、古城を守ることな
どどれもが重要な任務であり、人口調整、機能分散の評価に重点が置かれた。朝
陽、海淀、豊台、石景山の 4 区は、外来人口が集中し、経済発展が盛んである
が、一方で大都市病が頻発しており、都市管理の考課に重点が置かれた。通州、
順義、房山、大興、昌平の 5 区は、都市発展新区として経済転換に重点を置いて
考課が行われ、ローエンド製造業を興すのではなく、、ハイエンド知識産業を育
成すべきとされた。
北京の各区の経済発展考課は、総量だけを考課するのではなく、土地面積当た
り生産性、一人当たり生産性、産業集中度に細分化し、その後で GDP と財政収
入を評価する。統一考課の 17 項目の主要指標のうち、環境保護関連指標が 7 項
目を占める。北京市発展改革委員会主任の廬彦によると「グリーン必達指標を本
当に達成するには、考課の実施が鍵だ！」
出典：人民日報
URL: http://www.cleanairchina.org/product/7527.html

1.28 北京が二年間の大気汚染対策成績表を公表：PM2.5 年平均濃度が 1 割近く
低下
公表日：2016 年 2 月 24 日
情報公表組織：新華ネット
分類：ニュース動向
キーワード： 無スモッグ化、黄ラベル車、企業環境保護改造事業、揮発性有
機化合物、汚染排出費徴収
「2015 年に北京市の大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素、粒子状物質、PM2.5 の
濃度は 2013 年比でそれぞれ平均 49.1％、10.7％、6.1％、9.9％低下し、大気質
の大幅改善を実現した。」最近、北京市政府が開催した記者会見の席で環境保護
部局は二年間（2014 年、2015 年）の大気汚染対策の成績表を公表した。
■ 中心市街地は無石炭化をほぼ実現、老朽自動車 86.5 万台を廃棄
石炭燃焼汚染が北京の PM2.5 現地発生源の 22.4％を占める。2 年間、石炭の電
気転換、石炭のガス転換などの事業を通じて、北京市の石炭燃焼総量は 1,200 万
トン以内に圧縮された。現在、東北ガスコジェネレーション・センターと西北ガ
スコジェネレーション・センターがすでに稼働しており、京能、国華、高井石炭
火力発電所はすでに閉鎖された。中心市街地の 5.1 万戸の平屋の石炭から電気
への転換は完了し、中心市街地の無石炭化はほぼ実現した。全市の 1.3 万蒸気換
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算トン石炭ボイラーのクリーンエネルギー改造が完了し、市街地六区から石炭
ボイラーがほぼ一掃された。
現在、北京市の自動車保有量は 561 万台であり、自動車汚染が北京の PM2.5
現地発生源の中で 31.1％を占める。2 年間、北京は全国に先駆けて増加分の大
型ディーゼル車に対し第 V 段階排出基準を適用し、第 VI 段階自動車排出基準
草案の作成も完成し、社会に向けて意見募集を開始した。
同時に、黄ラベル車、老朽自動車の廃棄を加速し、2005 年以前に営業登録し
た黄ラベル車を全て廃棄し、老朽自動車は 86.5 万台を廃棄した。8,800 台余り
の国 IV 基準以上のディーゼルエンジン路線バスのアップグレード改造を完了す
れば、窒素酸化物排出を 60％削減することになる。
■ 汚染企業 718 社を退出させた
北京では工業生産排出が全市 PM2.5 現地発生源中の 18.1％を占める。そこで、
北京は「北京市新規参入禁止・制限業種目録」と「北京市工業汚染業種・生産技
術の調整退出および設備廃棄目録」を公布実施し、汚染企業 718 社を退出させ
た。
同時に、北京は石油化学、自動車製造、家具などの業種で企業の環境保護技術
改造事業を実施し、揮発性有機化合物排出を 3.1 万トン削減した。大気主要汚染
物質の汚染排出費徴収基準を 15 倍前後高め、大気主要汚染物質の実際の排出濃
度を基準規制値の 50％以下に抑制する企業に対し半額割引を実施し、政策の排
出削減効果が顕著となった。
■ 発じん汚染排出費徴収政策を開始し、違法汚染排出企業を取り締まる
発じん汚染は北京市の PM2.5 現地発生源の 14.3％を占める。北京市は行政許
可のない混練所を 2014 年に 34 カ所、2015 年に 33 カ所閉鎖し、五環路内のコ
ンクリート混練所をほぼ全て閉鎖した。
2015 年 3 月 1 日、北京は工事現場の発じん排出に対して汚染排出費徴収を開
始し、併せて発じん抑制を企業の市場参入条件とし、2015 年には合計 33 社の
施工業者の北京での応札を一時停止している。
2014 年 3 月 1 日に「北京市大気汚染防止条例」を実施以降、北京は集中的に
「零時行動」、「大気取締ウィーク」、違法汚染排出企業取締・大衆の健康保障、
環境大検査などの特別行動を展開し、違法企業を取り締まるたびに公表した。
2 年間、全市の環境保護系統は大気系環境法令違反行為を 3,431 件処罰し
7,792.15 万元の過料を科した。基準超過排出車両延べ 2.24 万台を処罰し、過料
1,020.83 元を科した。
■ 共同予防管理の效果が現れ始めた
環境保護は北京・天津・河北共同発展「3 つの率先突破」分野の一つである。
2015 年、北京・天津・河北 3 地区は大気中の PM2.5、粒子状物質、二酸化硫黄、
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二酸化窒素の濃度が 2013 年比でそれぞれ 17.5％、16.8％、27.1％、5.1％低下
した。大気重汚染日数は著しく減少した。
2013 年 9 月、北京市が主導して大気汚染防止協力チームを結成し、地域大気
汚染共同予防管理メカニズムを構築し、
「北京・天津・河北および周辺地区大気
汚染抑制の強化のための中長期計画」を作り、大気質予報警報協議を行うととも
に大気汚染防止情報共有プラットフォームを作成した。北京・天津・河北環境取
締連携メカニズムの構築は、北京・天津・河北共同予防管理による大気汚染対策
への強力な技術サポートとなった。
2015 年、北京市はまた河北省廊坊市、保定市と大気汚染防止協力協定（2015
～2017 年）を結び、大気汚染防止ペア協力メカニズムを構築した。2015 年、北
京市は合計で廊坊と保定に特別資金 4.6 億元を提供し、両市の石炭ガス転換、石
炭ボイラー脱硫・脱硝・集じん高度処理プロジェクトに用いられた。
出典：新華ネット
URL：http://news.xinhuanet.com/local/2016-02/24/c_128747509.htm

1.29 北京市が 2016 年環境秩序是正五大特別行動を展開
公表日：2016 年 2 月 26 日
情報公表組織：中央政府ポータルサイト
分類：政策動向
キーワード：大気汚染防止、地域対策
2 月 25 日、北京市は 2016 年市都市管理取締調整指導グループ兼都市管理系
統事業総括配置会を開催した。共産党北京市委員会常務委員、常務副市長の李士
祥が会議に出席して演説し、北京市副市長の張建東が会議の進行役を務めた。
会議では、今年の全市環境秩序是正事業が「保三重」と呼ばれる核心機能サー
ビス行動、
「降三塵」と呼ばれる大気汚染防止電撃行動、
「治三乱」と呼ばれる街
頭秩序浄化行動、
「厳三査」という市政公用サービスセキュリティーのネットワ
ーク組織化行動、
「抓三清」市街景観美化行動の 5 大特別行動を展開し、
「重点地
区セキュリティー管理長期効果化、その他の地区統治秩序化、都市慢性病攻略の
新たなブレークスルー、住民の満足感増大」の全体目標実現に向けて努力しなけ
ればならないと要求した。
李士祥は、都市管理事業の新要求、新任務、困難性を見極め、責任感と使命感
を強めなければならず、重点問題のブレークスルーをなしとげ、一般問題をうま
く抑制し、都市管理事業の全体的機能を高めるとともに各部局に対する監督検
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査考課を引き続き強化し、取締監督体系と賞罰制度を改善し、職員研修訓練を強
化し、自らの職務効率を高め、都市管理各種任務措置の実行を確保しなければな
らないと要求した。各級政府は、都市管理取締職員に対し強力な支援を提供し、
日常の都市管理と都市取締を有機的に結合するとともに「都市取締体制改革の
徹底推進と都市管理事業改善に関する指導意見」の研究を強化し、体制メカニズ
ム改善の上で段階的成果を勝ち取らなければならない。
出典：中央政府ポータルサイト
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2016-02/26/content_5046364.htm

2. 天津市
【 2015 年 5 月 】
2.1 天津市：
「天津市の第五段階国家自動車大気汚染物質排出基準実施に関する
通告」を公布
（*中央政府の政策動向については、「2. 環境保護部、質検総局が 6 項目の国家
大気汚染物質排出基準を公布」をご参照ください。）
公表日：2015 年 5 月 29 日
情報公表組織：天津市環境保護局ウェブサイト
分類：基準公布
キーワード：天津市、自動車、大気汚染物質排出基準
2015 年 5 月 29 日、天津市環境保護局は「天津市第五段階国家自動車大気汚
染物質排出基準実施に関する通達」
（津政発[2015]12 号）
（以下「通達」と略称）
を公布し、第五段階国家自動車大気汚染物質排出基準（以下「国 5 基準」と略
称）を分類実施することとした。
「通達」は、新規のディーゼル車には 2015 年 6 月 1 日より「車用圧縮点火
式、気体燃料火花点火式エンジンと自動車排ガス汚染物質排出規制値および測
定方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段階）」（GB17691-2005）国家基準の中の第五段階排
出規制基準を適用すると明確に定めた。新規の軽ガソリン車には 2015 年 9 月
1 日より「軽自動車汚染物質排出規制値および測定方法（中国第五段階）」
（GB18352.5-2013）基準を適用し、「国 5 基準」に適合しない路線バス、清掃
車、郵便車用の大型ディーゼル車の販売と登録を停止する。9 月 1 日より、上
述の車両の転入手続を停止し、「国 5 基準」に適合しない軽ガソリン車の販
売、登録、転入を停止する。
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「通達」は同時に、市公安交通管理部局が「国 5 基準」に適合する新規軽ガソ
リン車および路線バス、清掃車、郵便車用の大型ディーゼル車の登録手続と転入
業務を担当し、かつ天津市排ガス排出基準（国 4 もしくは国 5）に適合する新規
の軽ガソリン車および路線バス、清掃車、郵便車用大型ディーゼル車を除く車種
の登録手続を行い、天津市排ガス排出基準に適合しない自動車は登録手続を行
わないとした。
「通達」は、各自動車販売組織に「国 5 基準」の要求の確実な実行を求め、
「国
5 基準」に適合しない自動車を販売したときは、市場監督管理部局が法的責任を
追及するよう要求した。精製油供給企業は「国 5 基準」に適合する自動車用燃料
油もしくは代用燃料を提供し、ディーゼル車用尿素供給体系を構築しなければ
ならないと要求した。
市環境保護局、公安、市場監督管理、工業・情報化、商務、交通運輸、都市景
観・公園、郵政の各関係部局は全て自らの職務分担に従い、厳格に業務を実行し、
確実に「通達」を実施し、自動車排出削減を切り口に天津市の大気環境質を改善
しなければならない。
出典：天津市環境保護局ウェブサイト
URL：
http://www.tjhb.gov.cn/news/comprehensive_news/201506/t20150611_15810.
html

【 2015 年 6 月 】
2.2 天津市：重点業種揮発性有機化合物排出規制を推進
公表日：2015 年 6 月 24 日
情報公表組織：中央政府ポータルサイト
分類：政策動向
キーワード：天津市、VOCs
「2015 年天津市クリーンエア行動計画（改訂版）」の要求に従い、天津は 2015
年 10 月末より、市内 6 社の石油化学、化学工業企業の 60 セットの装置の揮発
性有機化合物の漏洩検知・修理を実施する。
揮発性有機化合物漏洩検知・修理技術要求、ソフトウェア・インターフェース、
漏洩量計算方法、完了検査などの問題について、天津市は複数の管理規定と技術
ガイドを制定しており、近々公布実施する。
2014 年 8 月に天津は全国初の揮発性有機化合物排出規制の地方基準を制定し
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たということである。現在天津では 3 社の石油化学企業が漏洩検知・修理の記
録を作成し始めており、揮発性有機化合物汚染排出費徴収の管理規則は今年後
半には公布される予定である。
石油化学業界にとって揮発性有機化合物の漏洩検知・修理を実施することは
大気質の改善になるだけでなく、石油化学企業に多くの利益をもたらす。企業に
とって、検知・修理は材料の漏洩を防ぐだけでなく、漏洩による火災、爆発など
の産業事故を回避することができる。
このほか、揮発性有機化合物漏洩検知・修理事業の質と量を確保するために、
天津は漏洩検知を実施する第三者検査機関に対して規範化管理を行う。現在天
津市大気汚染防止重点実験室はすでに複数の第三者検査会社と合意し、操作規
定、完了検査基準、費用の統一をベースに、共同で天津市揮発性有機化合物の漏
洩検知・修理業務を行うことになった。
出典：中央政府ポータルサイト
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2015-06/24/content_2883436.html

【 2015 年 7 月 】
2.3 天津市：「天津市クリーンエア行動の考課と責任追及規則（試行）」
公表日：2015 年 7 月 24 日
情報公布組織：天津市環境保護科学技術情報センター
分類：政策動向
キーワード：天津市、考課
天津市環境保護部局によると、天津市は「天津市クリーンエア行動の考課と責
任追及規則（試行）」を作成し、全市の区県の共産党委員会・政府および 15 の市
級担当部局に対して大気汚染防止目標任務達成状況などの考課を行った。
「考課規則」は、年次環境大気質改善指標が年次目標に達せず、エコ文明建設
に影響した区県は、市共産党委員会・市政府のリーダーがその共産党委員会・政
府の責任者を喚問すると規定した。考課と責任追及作業は市共産党委員会組織
部、市環境保護局および市級関係部局の担当組織が実施し、定期的に考課結果を
通知する。
区県共産党委員会・政府考課の主な内容は、大気汚染防止とエコ文明建設の組
織指導作業の実施状況、環境大気質総合指数および PM2.5 と PM10 の濃度改善指
標任務達成状況、大気汚染防止年次任務と重点業務の達成状況、監督管理とネッ
トワーク化管理強化状況である。
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市級担当部局考課の主な内容は、大気汚染防止とエコ文明建設要求完全実施
状況、年次任務、重点業務、エコ文明建設任務の完全達成状況、大気汚染防止監
督管理職務の厳格履行状況、人力、物力、財力保障の実現状況である。
「考課規則」はまた、市級担当部局、各区県以下の各級共産党委員会・政府お
よびクリーンエア行動任務を請け負った政府関係部局およびその職員に、国家
と天津市の大気汚染防止関係法令規則違反、職務不履行もしくは職務不完全履
行があった時は、厳しく党紀を執行し問責すると規定した。事実、犯情、結果の
違いに応じ、期限内是正、通告けん責、喚問、追責の 4 種類の責任追及方法があ
るということである。
出典：天津市環境保護局ウェブサイト
URL：
http://www.tjhb.gov.cn/root16/mechanism_1006/science_and_technology_info
rmation_center_for_environmental_protection/201507/t20150724_16421.ht
ml

【 2015 年 9 月 】
2.4 天津市が複数の措置を採って冬季大気汚染対策を強化
（*環境保護部の情報については、中央政府の政策動向「27. 環境保護部が各地
区に暖房期間大気汚染防止事業を確実に行うよう要求」をご参照ください。）
公表日：2015 年 9 月 28 日
情報公表組織：天津市環境保護局
分類：政策動向
キーワード：大気汚染、石炭燃焼、暖房
共産党市委員会、市政府からの任務配分により、冬季大気汚染防止業務をさら
に強化し、大気質改善目標を円満に達成するために、天津一号プロジェクト指揮
部は、本市冬季大気汚染の特徴と緊急に解決すべき重大問題について「この冬と
来春の大気汚染防止事業の強化に関する緊急通知」を最近配布した。通知では、
2015 年 10 月 15 日から 2016 年 3 月 31 日までの期間、各区県政府、各関係部
局が既存大気汚染防止措置をベースに確実に取り組むべき 8 つの業務、厳格に
実行すべき 21 の特別措置を以下のとおり明確に定めた。
1. 責任を確実に果たす。この冬と来春の大気汚染防止と重汚染気象対応業務
を行うことの重要性、緊迫性を十分に認識し、各級共産党委員会、政府のリーダ
ー同志は、自ら取り組み、全責任を負い、郷鎮、街道大気汚染防止属地管理責任
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を強化し、冬季暖房前に大気汚染防止と重汚染気象対応業務の各種任務を実行
していかなければならない。
2. 石炭燃焼汚染対策を確実に行う。石炭燃焼ボイラーの燃料転換を加速し、
関連配管網とガス源を手配する。石炭燃焼施設の基準達成排出監督管理を強化
する。炭質監督検査を厳格化し、流通分野の炭質管理を全面的に強化する。散炭
管理を厳格化し、都市生活用散炭の電気転換と農村散炭の優良炭への転換業務
を完了し、低品質散炭を厳しく取り締まる。発電用石炭のクリーン化利用を強化
する。科学的に暖房用ボイラー起動計画を制定し、起動モードを厳格に規制する。
3. 飛散粉じんなどの面源汚染対策を確実に行う。施工飛散粉じんと残土処理
を行い、工事現場で「五つの 100％」飛散粉じん防止要求を厳格に実行し、施工
飛散粉じん汚染排出費を満額徴収し、残土輸送許可、道路輸送許可、汚染処罰を
厳格化する。道路飛散粉じん対策を実施し、非結氷期は湿式作業を堅持し、結氷
期は新型道路清掃車の作用を十分に発揮させる。雑草、茎藁、ごみ野焼き禁止を
徹底し、精緻化管理を全面に拡大する。裸地飛散粉じん管理および花火・爆竹使
用禁止を徹底する。
4. 自動車汚染対策を確実に行う。自動車と燃料油基準監督管理を厳格化し、
新車環境保護適合性検査を厳格化し、燃料油品質監督検査を全面的に強化する。
大型ディーゼル車とオフロード車に対し全面的な検査と特別取締検査を実施す
る。老朽船舶更新と内陸航行船の LNG 動力転換を重点的に推進し、陸上電源イ
ンフラ整備を加速する。重点地域交通を実施する。
5. 工業企業排出基準達成を確実に行う。工業汚染対策任務の進捗を全面的に
加速し、化学工業・石油化学工業の生産設備揮発性有機化合物オンライン検査と
修理、鉄鋼企業のばいじん・ダスト逸散排出高度処理任務および重点工業企業脱
硫、除じん、揮発性有機化合物対策任務を達成する。全市の工業企業の環境保護
施設を特別検査し、企業が期限内に環境保護施設修理と薬剤貯蔵業務を完了す
るよう督促し、暖房期間の環境保護施設が全て安定的かつ効率的に運転される
よう確保する。
6. 不利な気象条件対応に確実に取り組む。大気質予報・警報を強化し、日毎、
週毎、月毎に全市の環境大気質を分析判定する。AQI 変化に基づき速やかに各
種計画、排出削減措置、緊急対応計画を発動する。不利な気象条件対応措置に果
断に取り組み、事前に汚染気象の出現を予防し、重汚染気象の汚染物質のピーク
濃度を削減する。
7. 環境監督取締を確実に行う。全市の範囲で冬季大気汚染取締百日行動を展
開し、各種石炭燃焼施設、工業企業、大型ディーゼル車、工事現場とコンクリー
ト混練所の大気汚染物質違法排出を厳格に調査し、状況に応じ厳しく処罰し、直
ちに操業停止を命じ、速やかに公安機関に移送して刑事責任を追及する。
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8. 考課問責を確実に行う。全市のこの冬と来春の大気汚染防止業務状況の監
督指導検査を強化し、
「天津市クリーンエア行動考課責任追及規則（試行）」を厳
格に実行し、職務怠慢、職務不履行などの問題のある区県、部局、企業リーダー
に対しては、法令に従い関係組織と個人の責任を追及する。
出典：天津市環境保護局
URL：http://www.tj.gov.cn/zwgk/zwxx/zwdt/wbjdt/201509/t20150928_277774.htm

【 2015 年 10 月 】
2.5 天津市が 2015 年河北スモッグ対策支援に 4 億元を投入
（*関連動向については、大気汚染重点地域の政策動向「1.6 北京・天津：今年
8.6 億元を投入して河北 4 市の大気対策を支援 タイムスケジュールを決定予
定」をご参照ください。）
公表日：2015 年 10 月 11 日
情報公表組織：天津市環境保護局
分類：政策動向
キーワード：スモッグ、石炭燃焼、クリーンエネルギー
北京・天津・河北地域大気質改善を加速するために、天津市は最近、河北省滄
州市、唐山市と大気汚染共同予防管理協力協定を締結した。協定の約定に従って
天津市は、今年、4 億元の専用資金を河北省の大気汚染対策強化支援のために支
出した。
説明によると、この 4 億元の支援資金は滄州、唐山両市の大気汚染対策に用
いられ、そのうち 2 億元は滄州市石炭燃焼ボイラー総合対策、散炭クリーン化
対策などの大気汚染対策プロジェクト支援に用いられ、あとの 2 億元は唐山市
の石炭燃焼ボイラー廃棄とクリーンエネルギー代替、民生用石炭のクリーンコ
ール代替などの大気汚染対策プロジェクトの支援に用いられる。
協定によると、今後天津市は、滄州、唐山両市とカウンターパート支援、共同
対策メカニズムを構築し、資金、技術などの面で両市の大気汚染対策事業に援助
と支援を行う。同時に、重点汚染発生源に対して共同緊急対応、共同取締、汚染
対策などの協力を行い、地域環境大気質の持続的改善を促進する。
北京・天津・河北地区で地域共同予防管理事業を開始して以降、大気質は改善
傾向にあるということである。2015 年上半期、北京・天津・河北地区の PM2.5
平均濃度は 78 ㎍/㎥で、前年同期比 22.1％低下した。
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出典：国務院
URL：http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/11/content_2945022.htm

2.6 天津市が今年前 9 か月に 24 件の大気汚染行為に対し「日毎過料」を徴収
公表日：2015 年 10 月 14 日
情報公表組織：新華ネット
分類：政策動向
キーワード：スモッグ、石炭燃焼、汚染物質排出、大気汚染
今年施行された改正「環境保護法」と 3 月 1 日に施行された「天津市大気汚
染防止条例」の日毎過料規定に基づき、今年の前 9 か月間、天津市は 24 件の継
続的大気汚染物質排出且つ是正拒否の重大な違法行為を処罰し、過料金額は
3,143 万元に上った。
天津市人民代表大会常務委員会法制工作委員会主任の高紹林は以下の通り述
べた。
「天津市大気汚染防止条例」施行以降、天津の大気は顕著に改善した。9 月
27 日までに、今年の天津大気質基準達成日数は 168 日で、前年同期比 30 日増
え、基準達成率は 62.2％、前年同期比 11.1％上昇し、大気質総合指数は 6.4、前
年同期比 19.3％低下した。
「天津の大気環境質の好転原因として、法的手段による保障は重要な理由のひ
とつである」と天津市環境保護局副巡視員の劉潔氏は語る。今年前 9 か月間、全
市環境保護部局は行政処罰決定を 636 件行い、累計過料は 7,419.88 万元、「日
毎過料」は 24 件、過料額は 3,143 万元だった。「日毎過料による処罰方式は、
違法行為を効果的に抑制すると同時に、他の企業に対して良いモデル作用を発
揮する。」
環境保護部が公布した全国重点都市環境大気質順位によると、今年 1 月から
9 月まで、天津市は汚染都市ワースト 10 を脱した。
出典：新華ネット
URL: http://news.xinhuanet.com/local/2015-10/14/c_1116819302.htm
関連リンク：天津が日毎過料範囲を決定し、大気汚染解決に注力：
http://www.huanbao.com/news/details33413.htm
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【 2015 年 11 月 】
2.7 天津が滄州の大気汚染対策に 2 億元支援
（*関連動向については、大気汚染重点地域の政策動向「1.6 北京・天津：今年
8.6 億元を投入して河北 4 市の大気対策を支援 タイムスケジュールを決定予
定」をご参照ください。）
公表日：2015 年 11 月 11 日
情報公表組織：環境保護部
分類：政策動向
キーワード： 共同対策、散炭クリーン化、石炭ボイラー総合対策
最近、滄州市と天津市の環境保護局は「大気汚染共同予防管理協力合意」を締
結した。合意の約定に従い、天津市は今年 2 億元の特別資金を投入し、滄州市の
石炭ボイラー総合対策と散炭クリーン化対策の 2 件の大気汚染防止プロジェク

トを支援する。
合意によると、滄州市と天津市の環境保護局は地域大気汚染共同管理を目的
に、両市のカウンターパート支援、共同管理の事業メカニズムを構築する。重点
汚染源に対し、合同緊急対策、合同取締、汚染処理協力などの協力を実施する。
北京・天津・河北の大気汚染防止を強力に推進し、共同で地域大気質を改善する。
滄州市環境保護局の担当者によると、2015 年から 2017 年まで大気汚染対策
三カ年行動計画の目標と要求に従い、天津市は資金や技術などの面で滄州市の
大気汚染対策に援助と支援を行う。
出典：環境保護部
URL：http://www.mep.gov.cn/zhxx/gzdt/201511/t20151111_316777.htm

2.8 天津が炭質基準超過企業 8 社のリストを公表
公表日：2015 年 11 月 30 日
情報公表組織：環境保護部
分類：政策動向
キーワード：企業監督、石炭燃焼汚染
天津市環境保護局は、最近、天津市の 10 月分と 11 月上旬の石炭燃焼組織の
ボイラー備蓄炭（冬季備蓄炭）炭質抽出調査で基準を超過した 8 社の企業名を
公表した。
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この 8 社の企業の問題は、津南区天津市鑫北熱供給有限公司、北辰区天津万
源熱供給有限公司、薊県四中ではボイラー用炭の全硫黄と灰分の両方が基準超
過だったこと、東麗区美保林色彩工業（天津）有限公司、津南区天津市正陽熱供
給有限公司では全硫黄が基準超過だったこと、西青区天津市瑞成熱力有限公司、
宝勝熱エネルギー投資有限公司、武清区天津鑫泰熱供給有限公司では灰分が基
準超過だったことである。
現在、天津市環境保護局は上述の基準超過企業に対しすでに処罰と期限を定
めた是正命令を下し、また今後厳格に「天津市大気汚染防止条例」に従って基準
超過企業を厳しく処罰する。
「麗しき天津一号プロジェクト」指揮部の要求に従い、今冬来春は炭質監督検
査を厳格に行い、抽出検査回数と対象範囲を拡大し、11 月 1 日より、半月ごと
に社会に向けてボイラー前備蓄炭の検査結果と処罰状況を公表し、基準超過企
業を処罰する。
今年から、天津市環境保護局は全市で石炭燃焼汚染の管理をこれまでになく
強化し、総合対策を採っている。第一は、燃料転換・使用停止した石炭火力発電
装置が 3 基、石炭ボイラーが 305 基 618 台で、現時点で 2012 年と比べて石炭
燃焼を 600 万トン削減した。第二に、1 年前倒しで全市の都市と村落の散炭総
合対策任務を達成し、かまど 86 万台を先進かまどに交換し、農村地区の 116 万
トンの散炭全てのクリーン化を達成した。第三に、全市 20 基の 30 万キロワッ
ト以上の石炭火力発電装置のうち、65％のクリーン化改造を完了したほか排ガ
ス基準を達成した。今年末には 19 台の改造任務を完了し、改造率は 90％にな
る。第四に、総面積 830.54 ㎢の高汚染燃料使用禁止エリアを指定・公告し、実
施する。第五に、炭質地方基準を厳格化し、部局連携で低品質炭の加工、販売を
取り締まる。
出典：環境保護部
URL：http://www.mep.gov.cn/zhxx/hjyw/201511/t20151130_317965.htm

【 2015 年 12 月 】
2.9 天津市が多くの措置を講じて自動車と船舶汚染防止を強化
公表日：2015 年 12 月 29 日
情報公表組織：環境保護部
分類：政策ニュース
キーワード：黄ラベル車、移動発生源、油の電気転換、石油製品監督
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2015 年、天津市は自動車と船舶の汚染防止事業を全面的に強化し、監督管理
強化、命令・基準の改善、監察取締の厳格化などの面で大きく前進した。年間累
計で全市 29 万台の黄ラベル車を全て廃棄し、石油製品と新車基準を前倒しで
「国五」基準にアップグレードし、年間 42 基の船舶用陸上電源配電箱建設任務
を全て達成し、すでに 132 台のヤードクレーンの「油の電気転換」業務を完了
し、「油の電気転換」率 100％を実現し、129 台の港内輸送用大型トラックの油
の LNG 転換任務を完了した。
 監督管理強化：石油製品と新車基準監督を強化し、市商務部局と協力して石
油製品品質監督検査を全面的に強化し、市内全域で販売するガソリンとディ
ーゼルが国五基準に達することを確実に保障した。新車一致性環境保護審査
を厳格に実施し、天津市の排出基準に適合しない車両の登録を根絶した。自
動車環境保護ラベル管理を厳格化し、環境保護部ラベル審査システムを厳格
に採用し、市の排出基準に適合しない車両の転入を厳格に規制した。自動車
排ガス汚染監視プラットフォーム本体が完成し、自動車環境保護検査機関の
監督管理を強化した。重点地域交通最適管理を強化し、「一点一策」の業務
理念に従い、24 件の重点地域交通最適管理プランを制定・実施した。北京・
天津・河北地域自動車汚染共同予防管理を継続・推進し、自動車排出基準超
過外地処罰メカニズムを厳格に実行し、データ・情報共有を強化した。
 命令・基準の改善：
「天津市大気汚染防止条例」を改訂し、
「自動車、船舶排
ガス汚染防止」の章を追加した。「既存ディーゼルオフロード車の煙濃度規
制値と測定方法」、
「既存火花点火式エンジン小型車排ガス汚染物質排出規制
値と測定方法（定常走行モード法）」、「既存自動車排ガス汚染物質規制値お
よび測定方法（遠隔測定法）
」の三件の自動車排出基準を制定・実施し、基
準の規制値を厳格に執行した。
 監察取締の厳格化：自動車排出基準超過に対する取締を大々的に展開し、引
き続き環境保護、公安、交通運輸部局の合同取締監督メカニズムを実施し、
大型ディーゼル車およびオフロード車に対して全面的な検査と特別取締検
査を実施し、自動車排出基準超過違法行為を厳しく処罰し、1 月から 11 月
まで、全市で取締職員を延べ 5,383 人出動させ、全市で 9 台のリモートセン
シング監視車全てを取締に出動させ、合計で監視した自動車は 18.3 万台に
のぼり、排ガス基準超過 625 台を処罰した。新車環境保護基準達成審査を実
施し、150 社余りの販売組織の 7 万台以上の自動車を検査した。企業主体責
任を厳格に執行し、濱海新区開発区を対象に「大戸制」管理を試行し、企業
主体責任を強化し、旅客輸送サービスの輸送車両の排出基準達成を迫った。
是正を拒否し、行為が悪質な自動車使用組織と旅客輸送会社を厳しく処罰し
社名を公表した。
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出典：環境保護部
URL:http://www.mep.gov.cn/zhxx/gzdt/201512/t20151230_320820.htm

3. 上海市
【 2015 年 4 月 】

3.1 上海市：「2015 年高汚染排出車両環境保護対策事業推進プラン」を公布
公表日：2015 年 4 月 9 日
情報公表組織：上海市人民政府弁公庁
分類：政策公布
キーワード：上海市、自動車
2015 年 4 月 9 日、上海市政府弁公庁は市交通委員会、市環境保護局、市公安
局が制定した「2015 年本市高汚染排出車両環境保護対策推進業務プラン」
（滬府
弁発〔2015〕18 号）を配布した。
「業務プラン」の目標は環境保護管理措置の強
化を通じて、本市の登録黄ラベル車を全て廃棄し、国 1 基準ガソリン車をほぼ
廃棄し、その他の老朽車両の廃棄を強力に推進することである。
「業務プラン」が提示している具体的措置は以下の通り。高汚染排出車両の走
行制限範囲を拡大し、市内全域で黄ラベル車の走行を全面的に制限し、2005 年
以前に登録した国 2 基準ガソリン車の S20 外環高速走行制限を実施する。使用
過程車両の排ガス測定基準を高め、基準不達成車両の路上走行を根絶するため、
自動車環境保護測定回数を増やし、専門測定場所を設けて検査を実施する。安全
技術検査有効期限到来後連続 3 回の検査サイクル内に自動車検査合格ラベルを
取得しない車両に対して、手順に従い強制廃車などの措置を実施する。営業車両
の環境参入障壁を高め、貨物輸送企業の高汚染排出車両廃棄を促進する。環境保
護、公安交通警察、交通合同取締メカニズムを改善し、市内全域で積極的に環境
保護合同取締を実施し、高汚染排出車両の走行禁止区域走行と自動車排ガス基
準超過排出を厳格に処罰し、政策解説と取締宣伝を積極的に実施し、高汚染排出
車両の廃棄を誘導する。各区県は管轄地域内の黄ラベル車と老朽車両の状況を
踏まえ、業務プランを制定し、分担して責任を実行し、管轄地域内の黄ラベル車
の完全廃棄を推進する。長江デルタ地域で黄ラベル車走行制限を推進し、自動車
環境保護データ共有を実施する。
関連政策は以下の通り。2015 年に前倒しして廃棄し、要求に適合する老朽車
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両に対して引き続き前倒し廃棄補助金を支給する。市場手段を導入し、黄ラベル
車と老朽車両の廃棄更新を誘導し、本市自動車製造企業が下取りセールを取り
入れるよう働きかける。
「業務プラン」の円滑な達成のために、保障メカニズムを導入する必要がある。
（一）市レベルの推進メカニズムを固め、市交通委員会主導、市環境保護局、
市公安局（交通警察総隊）、市商務委員会、市発展改革委員会、市財政局などの
部局が協力する業務メカニズムを引き続き実行し、市黄ラベル車及び老朽車両
環境保護対策業務調整グループの推進作用とその弁公室の調整機能を発揮させ、
力を合わせて業務を展開する。
（二）市と区県の業務連携メカニズムを構築し、各区県が区県レベルの業務推
進メカニズムを構築するよう積極的に働きかけ、区県が高汚染排出車両廃棄業
務を推進し、市、区県両級政府部局間の調整連携を強化し、定期的に会議を開き、
高汚染排出車両対策を調整・推進する。
（三）長江デルタ地域共同監督管理業務メカニズムを構築し、長江デルタ地域
大気汚染共同予防管理メカニズムに依拠し、長江デルタ地域黄ラベル車遠隔地
共同監督管理の業務メカニズムを構築し、定期的に業務進捗状況を共有し、地域
内自動車環境保護情報の共有を推進し、地域共同監督管理措置を研究・実行する。
出典：上海市人民政府ウェブサイト
URL：
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/u26ai4
2347.html

3.2 上海市環境保護局：「本市重点業種大気汚染対策強化に関する通達」を公
布
公表日：2015 年 4 月 14 日
情報公表組織：上海市環境保護局
分類：政策公布
キーワード：上海市、脱硝、VOCs、生活ゴミ焼却、石炭クリーン改良
2015 年 4 月 14 日、上海市環境保護局は下級の各区県環境保護局、各関係組
織に本市重点業種大気汚染対策強化に関する通達を公布した。対策を通じて、重
点企業ができるだけ前倒しで大気汚染対策改良任務を完了し、排出基準と総量
規制要求を達成し、汚染物質排出を減らし、大気質環境を改善して産業転換アッ
プグレードを推進し、経済社会と環境の調和発展を促進する。
105

重点任務：
一、電力企業のフル稼働状態脱硝改良を加速する。電力企業は石炭火力発電装
置脱硝設備の改良を行い、脱硝設備のフル稼働状態運転を実現しなければなら
ない。2015 年末までに、市内すべての 30 万キロワット以上の石炭火力発電設
備のフル稼働状態脱硝改良を完了しなければならない。
二、VOCs 排出重点企業対策に力を入れる。上海石化、高橋石化などの重点企
業は「本市石化業種揮発性有機化合物総合対策事業実施に関する通達」
（滬環保
防〔2015〕61 号）の要求に従い、VOCs 全プロセス汚染制御を実行し、2015 年
末までに 9 項目の VOCs 総合対策事業を完了しなければならない。71 社の重点
企業に VOCs 対策を促す。包装印刷などの業種は「印刷業大気汚染物質排出基
準」
（DB31/872—2015）の要求に従い、2016 年 7 月 1 日までに排出基準を達成
する。自動車製造などの業種は「自動車製造業（塗装）大気汚染物質排出基準」
（DB31/859-2014）の要求に従い、2017 年 1 月 1 日までに排出基準を達成す
る。塗料・インキなどの業種は「塗料、インキおよび類似製品製造業大気汚染物
質排出基準」の要求に従い、2016 年 7 月 1 日までに排出基準を達成する。
三、生活ゴミ焼却企業排ガス対策を完全に終了させる。上海環城再生エネルギ
ー有限公司、上海浦城熱電エネルギー有限公司は 2016 年 6 月 30 日までに対策
改良を完了し、
「生活ゴミ焼却大気汚染物質排出基準」
（DB31/768-2013）の窒素
酸化物規制値を達成しなければならない。
四、集中暖房企業の石炭燃焼施設のクリーンエネルギー改良を加速する。
「上
海市大気汚染防止条例」と市政府の関連要求に基づき、2015 年末に集中暖房企
業 5 社の 25 台の石炭燃焼施設のクリーンエネルギー代替もしくは調整閉鎖を前
倒しで完了し、2017 年末に全市の集中暖房と熱電併給ボイラーのクリーンエネ
ルギー代替を完了しなければならず、関連企業は代替作業完了前に石炭燃焼施
設の安定的基準内排出を確保しなければならない。
出典：上海市環境保護局ネット
URL：
http://www.sepb.gov.cn/fa/cms/shhj/shhj2098/shhj2099/2015/04/89256.htm

【 2015 年 9 月 】
3.3 上海市：上海が汚染対策計画「アップグレード版」を打ち出し、一連の汚染
対策任務完了期限を大幅前倒し
公表日：2015 年 9 月 15 日
情報公表組織：中華人民共和国環境保護部
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分類：政策動向
キーワード：上海市、汚染対策アップグレード、PM2.5
上海市の去年の PM2.5 濃度は大幅に低下し、今年も低下傾向を維持している
が、情勢は依然厳しい。上海市環境保護局局長は各方面に対し引き続き厳しく責
任を遂行し、厳しく各種業務を実行するよう要求した。科学的な検討と判断を強
化し、各種動向を分析し、現実的かつ詳細に、確実に大気汚染防止重点業務を完
遂する。
（1）汚染対策アップグレード、一連の対策を前倒しで実施する。
「上海市クリーンエア行動計画」エネルギー、産業、交通、建設、農業、社会
生活の 6 分野 187 項目の重点任務の全面的実行をベースに、上海市は PM2.5 発
生源分析の結果に基づき、重点を絞り、一連の対策措置を前倒し実施する。同時
に政策支援を強化し、対策進度を速め、早期に成果を出すよう努力する。
近い将来、ボイラー、工業窯炉、自動車製造、印刷、塗料工業など 8 件の地方
排出基準を制定し、2 件の使用過程中自動車基準の改正をベースに、上海市は大
気総合排出基準改正と船舶（塗装）、飛散粉じんオンライン監視などの基準の制
定を加速し、汚染処理要求を高める。
（2）ダブル考課を実施し、取締件数を半分近く増やす。
責任遂行を強化し、重点分野の監督考課を強化し、大気汚染防止を各級政府、
部局の業績考課に盛り込み、統計通知、重点抽出検査、追跡監督によって重点業
務を推進する。同時に、上海市は区県降じん特別考課細則を配布し、品質目標と
改善率の「ダブル考課」を実施する。多部局合同査察メカニズムを構築し、17 区
県に対し特別査察を実施し、併せて試験的に環境保護喚問を実施する。
（3）圧力はあるが、4 つの措置で汚染処理の決意を示す。
現在上海大気汚染防止には一定の圧力がある。
「アップグレード版」対策計画
の中に提起した前倒して達成しなければならない任務の中に、上半期には高汚
染車両廃棄、営業用湯沸しコンロ取締を除いて、多くの業務が半分達成できなか
った。そのため、上海はより大きな決意として、大気汚染防止攻略に一層力を注
ぐこととした。第一に、ボイラー窯炉の代替と廃棄を加速し、中小ボイラーと窯
炉を確実にすべて廃棄し、重点的に集中暖房施設の改良を加速する。第二に、
VOCs 対策を強化する。第三に飛散粉じん汚染対策を確実に行う。重点は工事現
場である。第四に、環境大気質と汚染防止情報の統計、通知を引き続き徹底し、
追跡、監督を強化する。
（4）リアルタイム監視、さらに二大措置を採って飛散粉じんを抑制する。
飛散粉じん汚染は上海の大気中 PM2.5 の主要要因のひとつである。上海は最
近さらに二大措置を打ち出し、残土車新基準と工事現場発塵オンライン監視シ
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ステムを全面的に推進することにした。
最新版の「建築ごみ車技術と運輸管理要求」上海市地方基準を実施推進中であ
る。新基準によれば、残土車の蓋は密閉性を高めなければならない。車両は必ず
「北斗」と互換性のある車載端末を採用しなければならず、管理部門は「北斗」
システムを使用してすべての残土車をリアルタイム監視する。
工事現場発塵のオンライン監視システムを全面的に推進中であり、監視シス
テム設置範囲は外環線以内の中心市街地、郊外市街地、ニュータウンなどの地域
の工事現場にまで広がった。上海市中心市街地と重点地域の工事現場はほぼ「電
子の目」でカバーされた。
出典：中華人民共和国環境保護部
URL：http://www.mep.gov.cn/zhxx/hjyw/201509/t20150915_309777.htm

【 2015 年 12 月 】
3.4 上海で大気質保障連携プランを実施
公表日：2015 年 12 月 16 日
情報公表組織：中国環境報
分類：政策動向
キーワード：大気汚染警報、汚染物質拡散
上海で 12 月 14 日に今年の第四次「年末大気保障連携プラン」がスタートし、
一連の臨時規制措置が直ちに始まった。
12 月 14 日 18 時時点で、上海の大気中主要汚染物質 PM2.5 のリアルタイム濃
度は 192.4 ㎍/㎥に達し、リアルタイム大気指数は 242 となった。上海市環境監
視センターの予報員張懿華によると、全国都市大気質リアルタイム公表プラッ
トフォームから得た情報を分析したところ、12 月 14 日昼前に華北から華東地
区にかけて西北方向から東南方向に伸びた一本の汚染帯を発見し、上海と周辺
地域はちょうどその汚染帯の「矢じり」に当たっていた。
同時に、上海以南地区の気温は温まった壁を形成していて、汚染物質の南への
拡散が妨げられ、加えて上海の大気の境界層が低く、汚染物質の上空への拡散に
不利であった。これらの要因が重なり、大量の汚染物質が蓄積し、大気汚染が悪
化した。
上海市環境保護局汚染防止処副処長の周軍によると、プランの有効期間は今
年末までで、上海が年末に厳しい大気汚染に対応するために制定された一連の
臨時規制措置である。市環境保護局、市気象局などの部局は今後 10 日間に 2 日
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連続以上の比較的高い汚染発生のポテンシャルもしくは一日以上の高汚染ポテ
ンシャルを予測した場合、プランの各保障組織が汚染発生可能性のある日の当
日から規制措置を実施しなければならない。状況が変わった場合には、大気汚染
の実情に合わせて実施するかどうかを決定する。
藍色警報（今後 1 日の AQI が 201～300）の発令と比べて、プランで実施す
る大気汚染条件は低く、一般に以降 12 時間に上海市が重度汚染になると予測さ
れた場合に実施する。しかし、実際に取られる措置は藍色警報より厳格である。
プラン実施後、住宅と都市農村建設、交通、住宅管理、緑化都市景観、都市管理
取締の各部局および各区県は直ちにその職務を実施する。例えば、重点地域道路
清掃の強化、各種防じん措置の実行および外環線以内の地域と郊外区政府所在
地での解体工事、足場撤去、家屋解体、土工、道路の掘削作業を停止し、夜間施
工の許可を停止し、廃土運搬を停止するなどである。
出典：中国環境報
URL：http://www.mep.gov.cn/zhxx/hjyw/201512/t20151216_319316.htm

3.5 上海で「スモッグ費」試験徴収―時間帯で三段階の金額を設定
(*関連動向については、中央政府の政策動向「7. 環境保護部など 3 部・委員会：
「揮発性有機化合物汚染排出費徴収パイロット事業規則」公布」をご参照くださ
い。）
公表日：2015 年 12 月 31 日
情報公表組織：京華時報
分類：政策ニュース
キーワード：スモッグ、汚染排出費徴収、揮発性有機化合物
上海市発展改革委員会(市物価局)、上海市財政局、上海市環境保護局は、
「上海
市揮発性有機化合物汚染排出費徴収パイロット事業実施規則」
（略称「規則」）を
制定し、上海は揮発性有機化合物（VOC）汚染排出費徴収を開始した。汚染排出
費徴収は三段階に分かれ、各段階で異なる徴収基準を実施する。
上海市環境保護局の責任者によると、揮発性有機化合物はスモッグと PM2.5 を
形成する前駆物質であり、それが大気中に排出されると光化学反応を経て二次
汚染が生じる。
「現在、揮発性有機化合物の大気汚染形成において占める比率は
最大である。」上海 VOCs 汚染排出費徴収パイロット事業対象業種は石油化工、
船舶製造、自動車製造、包装印刷、家具製造、電子など 12 大業種分類の中の 71
小業種分類であり、本市の工業 VOCs 重点排出業種をほぼカバーしている。
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上海市環境保護局の説明によると、揮発性有機化合物汚染排出費徴収基準は 3
ステップに分けて処理コストレベルを上げる。2015 年 10 月 1 日より（第一段
階）費用徴収基準は 10 元/kg、2016 年 7 月 1 日より（第二段階）費用徴収基準
は 15 元/kg、2017 年 1 月 1 日より（第三段階）費用徴収基準は 20 元/kg であ
る。
同時に、上海工業 VOCs 対策プランの要求する廃ガス処理を達成し、排出濃
度が排出規制値の 50％以下で、かつ、当年に環境保護部局から処罰されたこと
がない場合は、費用徴収基準の 50％の汚染排出費を徴収する。プランの要求す
る廃ガス処理を達成せず、もしくは廃ガス処理設備の稼動が異常、もしくは揮発
性有機化合物を基準超過排出しているなどの環境汚染行為がある場合は、費用
徴収基準の 2 倍の汚染排出費を徴収する。
国家と上海市の制限・廃棄目録に盛り込まれた企業（プロセス、設備、製品な
ど）に対しては差別化費用徴収を実施する。その内、廃棄目録関連企業に対して
は費用徴収基準の 2 倍の汚染排出費を徴収し、制限目録関連企業に対しては費
用徴収基準の 1.5 倍の汚染排出費を徴収する。
上海市環境保護局によると、2017 年末には本市の工業 VOCs 排出総量は 50％
以上減ると予想される。汚染排出費の使用には厳格に「収支二本線」を実行し、
徴収した汚染排出費は要求通り全額国庫に上納し、一般公共予算に組み入れて
管理し、国家規定に従い重点的に本市の環境汚染防止関連業務に用いられる。
出典：京華時報
URL：http://henan.youth.cn/2015/1231/3429275.shtml

【 2016 年 2 月 】
3.6 上海：グリーンで高効率な新エネルギー使用を提唱
公表日：2016 年 2 月 1 日
情報公表組織：解放日報
分類：ニュース動向
キーワード： PM2.5、民用石炭燃焼、工業排出、発じん
上海の第 12 次五カ年計画環境大気質報告が最近提出され、そのデータによる
と、上海市第 12 次五カ年計画末の PM10、二酸化硫黄、二酸化窒素の年平均濃
度は第 11 次五カ年計画末と比べていずれも著しく低下し、上海の環境大気質は
全体的に改善傾向を呈した。
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報告によると、2015 年、上海の微小粒子状物質（PM2.5）、粒子状物質（PM10）、
二酸化硫黄、二酸化窒素の年平均濃度はそれぞれ 53 ㎍/㎥、69 ㎍/㎥、17 ㎍/㎥、
46 ㎍/㎥であり、PM2.5 濃度は 2013 年と比べて 14.5％低下し、PM10、二酸化硫
黄、二酸化窒素の濃度は 2010 年比でそれぞれ 12.7％、41.4％、8％低下した。
そのうち、二酸化硫黄と PM10 の年平均濃度は過去数年間で最低を記録し、PM10
の年平均濃度は史上初めて基準内に収まった。
2015 年、上海の環境大気質指数（AQI）優良率は 70.7％であった。PM2.5 は
上海大気汚染発生の「主役」である。上海市環境保護局の分析によると、昨年出
現した軽度以上の大気汚染日の中で 68 日間の主要汚染物質は PM2.5、33 日間が
オゾン、6 日間が二酸化窒素であった。汚染物質排出総量が環境容量をはるかに
超過する状況の下で、上海市環境大気質の改善はまだ不安定であり、不利な気象
条件の影響を受けて PM2.5 濃度は容易に変動する。オゾン汚染の問題が目立っ
てきていることにも注意が必要である。
大気質は好転しているが、まだ道のりは遠い。国家環境大気質年平均二級基準
と比べて、2015 年、上海市の大気中の PM2.5、PM10、二酸化硫黄、二酸化窒素
の主要 4 項目指標の中で、二酸化硫黄、PM10 の二つは基準を達成し、年平均濃
度はそれぞれ基準より 71.7％、1.4％低かった。一方、PM2.5 と二酸化窒素は基
準超過で、年平均濃度はそれぞれ基準より 51.4％、15％高かった。上海市環境
モニタリングセンターの専門家の説明では、二酸化硫黄、PM10 の基準達成から
は上海の近年の民用石炭燃焼、工業排出、発じんなどの対策効果が出ていること
が分かる。PM2.5、二酸化窒素の基準超過は、上海がさらにエネルギー消費構造
転換に力を注がなければならないことを示している。例えば移動発生源が消費
する石油製品の品質をさらに上げ、グリーンで高効率な新エネルギー使用を提
唱する必要がある。同時に、発生源分析技術の改善を通じて、より精確に一部の
「三高」と上海市の産業発展方向に合わない高汚染の老朽産業の取締や廃棄を
行うべきである。
上海市環境保護局の担当責任者によると、今年から上海市は自動車汚染規制
を徹底し、引き続き国Ⅰ、国Ⅱなど老朽ガソリン車の廃棄を推進し、長江デルタ
地域内での自動車管理の一元化を実施し、2017 年末までに前倒しで新車国Ⅵ基
準を実施するよう努力する。同時に、以前あまり重視していなかった港湾と船舶
汚染防止により多くの力を注ぎ、長江デルタ船舶大気汚染排出規制区実施プラ
ンを制定し、船舶接岸停泊期間に硫黄分が低い燃料油または陸上電源を使用す
ることを推進し、老朽船舶廃棄を加速する。この他に、ますます顕著になる地域
汚染輸送問題に対し、上海は地域大気汚染防止協力メカニズムを改善し、江蘇、
浙江、安徽などの省市と地域大気環境質監視、予報、警報一体化などの分野で協
力を深め、共同で汚染防止、汚染規制、汚染浄化を行う。
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出典：解放日報
URL：http://news.ifeng.com/a/20160208/47393152_0.shtml

3.7 上海の花火禁止：大晦日の外環内外の PM2.5 濃度差顕著
公表日：2016 年 2 月 8 日
情報公表組織：中国ニュースネット
分類：政策動向
キーワード： 花火爆竹使用、PM2.5
今年から実施する「上海市花火爆竹安全管理条例」は、上海外環線以内の地域
での花火爆竹使用を禁止している。
昨年同期比で、今年の大晦日の上海の PM2.51 時間濃度に明らかなピーク値変
化は見られなかった。7 日 18 時前には上海外環内外の PM2.5 濃度はほぼ同じで
あった。19 時から外環の外の区域の PM2.5 濃度が外環の内側区域より著しく高
くなった。花火爆竹使用の影響で、大晦日から元旦にかけて、上海の PM2.5 時間
濃度ピークは 7 日 20 時に嘉定区で 291 ㎍/㎥になった。8 日未明 2 時、外環の
内側の各大気自動モニタリングステーションの PM2.5 平均濃度は 96 ㎍/㎥で、外
環の外側の各大気自動モニタリングステーションの平均濃度 152 ㎍/㎥より著し
く低かった。この時の PM2.5 最高時間濃度は青浦・盈浦の 250 ㎍/㎥であった。
今年から実施する「上海市花火爆竹安全管理条例」は上海外環線内側区域での
花火爆竹使用を禁止した。今年の上海の大晦日はとても静かだった。市中心の徐
滙区に住む王さんは記者に次のように語った。
「これまで大晦日の夜は団地脇の
ホテルでいつも爆竹が鳴り響いていて、目出度さを通り越して迷惑だった。申年
の大晦日はみんな静かに過ごせて、夜中に親戚と新年の電話で話す時も、以前の
ように怒鳴らなくてもよかった。」
取材によると、大晦日には上海警察の全警官が出勤し、30 数万人の「平安ベ
スト（都市管理局職員）」も同時に見張り、外環線の内側でほぼ「爆竹ゼロ」を
実現し、大晦日の消防出動数は前年同期比 3 割減った。大晦日の晩、記者が淮海
路で最も目にしたものは警察と黄色い帽子、ベスト、腕章を身につけた平安ボラ
ンティアであった。
出典：中国ニュースネット
URL：http://news.ifeng.com/a/20160208/47393152_0.shtml
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3.8 上海市環境保護局が石油化学など 5 業種の揮発性有機化合物排出量計算法
（試行）に関する通知を公布
公表日：2016 年 2 月 29 日
情報公表組織：上海市環境保護局
分類：政策動向
キーワード： 揮発性有機化合物、汚染排出費徴収
上海市環境保護局が 2 月 2 日に石油化学、印刷、塗料インキ製造、自動車製
造業（塗装）、船舶工業揮発性有機化合物排出量計算方法（試行）を公布し、上
海市の VOC 汚染排出費徴収は実質的な徴収細則段階に入った。
この印刷排出細則では、印刷業の生産過程で発生する VOCs の発生源は溶剤
使用であり、VOCs を含む材料にはインキ、接着剤、塗工液、給湿液、洗浄水、
希釈剤などがある。上海の印刷排出細則は北京の「揮発性有機化合物汚染排出費
徴収細則」の中に提示されている排出係数法とは異なり、VOCs の発生量を物質
収支法で計算すると規定している。
石油化学産業の VOCs 排出は製品と材料の生産、輸送、加工などの過程であ
る。石油化学産業の主な VOCs 発生源は 1）設備可動・固定シール部からの漏
洩、2）有機液体貯蔵と調合の揮発損失、3）有機液体出し入れ揮発損失、4）廃
水収集輸送、貯蔵、処理処分過程での逸散、5）燃焼排煙、6）プロセスからの高
所固定発生源排出、7）プロセスからの逸散排出、8）サンプリング過程での排出、
9）フレアスタック排出、10）異常運転排出、11）冷却塔、循環水冷却系からの
放出、12）事故排出である。石油化学産業の VOCs 排出計算方法は発生源分類
解析法を採用し、VOCs 排出量は各発生源 VOCs 排出量の総和となる。
塗料インキ製造業の主な VOCs 排出源は、1）設備可動・固定シール部漏洩、
2）有機液体貯蔵と調合の揮発損失、3）廃水収集輸送、貯蔵、処理処分過程での
逸散、4）プロセス廃ガス排出、5）溶剤再生時の揮発損失、6）実験室の廃ガス
排出である。塗料インキ製造業 VOCs 排出計算方法は発生源分類解析法を採用
する。
自動車製造業（塗装）生産過程で発生する VOCs の発生源は溶剤使用であり、
VOCs を含む材料は、前処理薬液、塗料、固化剤、希釈剤、洗浄剤、密封材、保
護ワックス、結合剤などである。VOCs 除去量は VOCs 汚染規制を実施した実
測除去量または関連規定により計算する。自動車製造業（塗装）VOCs 排出量は
VOCs 発生量と除去量の差で計算する。
船舶工業（塗装）生産過程で発生する VOCs の発生源は溶剤使用であり、VOCs
を含む材料は、塗料、固化材、希釈剤、洗浄剤などである。VOCs 除去量は VOCs
汚染規制を実施した実測除去量または関連規定により計算する。船舶工業 VOCs
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排出量は VOCs 発生量と除去量の差で計算する。
出典：上海市環境保護局
URL：
http://www.sepb.gov.cn/fa/cms/shhj//shhj2098/shhj2099/2016/02/91591.htm

4. 瀋陽市
【 2015 年 4 月 】
4.1 遼寧省瀋陽市：「瀋陽市青空行動実施プラン」を公布
公表日：2015 年 4 月 28 日
情報公表組織：中国瀋陽政府ネット
分類：政策公布
キーワード：瀋陽市、スモッグ、青空行動
2015 年 4 月 28 日、
瀋陽市政府は「瀋陽市青空行動実施プラン(2015-2017 年)」
（瀋政発〔2015〕19 号)（以下「実施プラン」と略称）を公布し、大気汚染のさ
らなる改善と処理について具体的に規定した。このプランは瀋陽市環境大気質
を着実に改善し、スモッグを改善し、一般市民の生命の安全と身体の健康を保護
することを目的として、瀋陽市政府が制定公布し、瀋陽市全域で青空行動を実施
する。
環境対策の強力な実施を通じて、グリーン発展を新しい総合実力と競争優位
性に転化させ、3 年間の努力を通じて優・良日数を大幅に増やし、環境対策の顕
著な効果を上げ、市民に環境質の改善をはっきりと感じさせる。2017 年に、環
境大気質優・良日数を 240 日にし、2014 年比で 49 日増やす。微小粒子状物質
（PM2.5）濃度を 15％下げ、全国順位を中間ランクに上げる。
「瀋陽市青空行動実施プラン(2015-2017)」は「環境保護業務全面強化に関す
る共産党瀋陽市委員会・瀋陽市人民政府の意見」の措置的指導通達を貫徹実行す
るものであり、現在国内における比較的体系的、全面的で、かつ実行しやすいプ
ランである。
「実施プラン」は三つの部分、17 項目、55 条から成る。
「実施プラ
ン」は石炭燃焼汚染対策、自動車排ガス汚染規制、飛散粉じん汚染対策、工業汚
染対策を重点とし、10 項目の業務措置、48 件の任務を提起した。主なものは以
下の通り。
（一）エネルギー構造調整強化を通じて、石炭総量規制を実施する。
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（二）熱供給構造を最適化し、石炭ボイラー管理を強化する。
（三）グリーン交通を大きく発展させ、自動車排ガス汚染を防止する。
（四）飛散粉じん汚染を厳格に規制し、都市管理水準を上げる。
（五）工業汚染の全面対策を行い、排出基準を達成する。
（六）総合対策を運用し、全方向からスモッグ対策を行う。
（七）良好な環境保護政策体系を構築し、厳格な取締を強化する。
（八）強力な組織体系を構築し、考課と責任追及を強化する。
（九）政府資金投入を拡大し、環境保護に関する市場化体系を構築する。
（十）社会監督を強化し、環境保護への全員参加を推進する。
共産党瀋陽市委員会・市政府は一貫して環境保護事業を非常に重視し、市長は
何度もスケジューリングと割り振りを行い、瀋陽市の大気環境質改善を最大限
加速しなければならないと指示した。そのために、共産党瀋陽市委員会・市政府
は青空行動を本格的に開始し、スモッグ対策問題について明確に指示し、高水準
の新環境保護枠組みを明確に要求した。3 年以内に大気質を大転換することを明
確に要求した。
「環境保護事業全面強化に関する共産党瀋陽市委員会・市政府の
意見」と「瀋陽市青空行動実施プラン(2015-2017 年)」を起草するよう明確に要
求した。環境保護を必ず環境保護産業につなげ、環境管理体制を必ず改革しなけ
ればならないと明確に要求した。全市青空行動大会の開催を明確に要求した。
青空行動は市民のために良好な生活環境を創造し、瀋陽市経済構造調整と産
業構造最適化を加速し、環境保護産業発展を新たな経済成長点とし、社会の信念
と共通認識を凝集し、瀋陽市旧工業基地の全面的な振興の実現を加速する。
出典：中国瀋陽政府ネット
URL：
http://www.shenyang.gov.cn/zwgk/system/2015/04/29/010112577.shtml

【 2015 年 8 月 】
4.2 遼寧省瀋陽市：石炭燃焼企業の 7 項目検査、基準超過は操業停止に
公表日：2015 年 8 月 27 日
情報公表組織：遼寧省環境保護庁
分類：政策動向
キーワード：瀋陽市、石炭燃焼、特別検査
8 月 27 日、瀋陽市環境保護局は冬季石炭燃焼企業特別取締検査行動を開始し、
この特別行動は来年の暖房時期の終了まで続けられる。石炭燃焼企業が汚染防
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止施設を異常運転していた場合は、操業停止させることもある。
（１）特別検査行動では「７項目検査」を実施
今年の特別行動で、瀋陽市は火力発電所、暖房会社、ボイラー所持企業など
の石炭燃焼企業に対して「7 項目検査」―①新設・改築・拡張プロジェクト審
査・完了検査手続に不備がないか、②企業の脱硫、脱硝、除じん、オンライン
監視など大気汚染防止施設と生産負荷が対応し、正常運転を行い、排出基準を
達成しているか、③脱硫薬剤、除じん用バグフィルターなどの薬剤・設備が適
時に投入、交換されているか、④汚染防止施設の故障が速やかに修理されてい
るか、⑤環境保護関係の運転記録、運営台帳に不備がなく、実際の運転状況と
一致しているか、⑥石炭燃焼設備およびその汚染防止施設は国家産業政策に適
合しているか、⑦貯炭場、資材置き場、石炭殻置き場の防じん措置の実施状況
―を行う。
市環境保護局の担当者は、全市の環境監察部隊を動員して休日、早番遅番入
れ替え時間帯、夜間、朝方などの汚染物質違法排出、汚染防止施設停止といっ
た違法行為の発生しやすい時間帯に、早朝検査、夜間検査、休日検査の突撃検
査を実施し、学校、病院、住宅地など人が密集する環境脆弱区および各主要街
路でパトロールを実施すると表明した。
（２）重汚染気象緊急対応を開始
重汚染気象が出現して、瀋陽市重汚染気象緊急対応指揮部が三級（黄色）警
報以上の緊急対応を開始した場合には、市環境保護局は直ちに重汚染気象環境
緊急監察を実施し、関連措置を採る。工場駐在員制度を実施し、国がコントロ
ールする廃ガス発生源企業を工場駐在対象企業とし、工場駐在員を派遣し、汚
染排出監督管理を 24 時間連続して厳格に実施し、緊急状況下の緊急対応処置
の合理的実施を確保する。検査回数を増やし、各管轄区の環境監察要員全員が
出勤し、市環境監視所は速やかに大気オンライン基準超過企業リストを提供
し、重点監督管理企業を厳しく監察し、各種大気汚染環境法違反行為を厳しく
取り締まる。
（３）排出基準超過企業に対し「刃物をちらつかせる」
行動期間中、市環境保護局は自身のウェブサイトを通じて取締情報を完全公
開し、同時に公安、規律検査、監察など関係部局と合同で、全市の取締行動を
査察する。企業の問題点は現場で調べ、現場で公表し、環境犯罪容疑は断固と
して移送する。国有企業・団体が違法行為を行ったときは、「環境保護違法・
規律違反行政処分暫定規定」に基づき、主管部局に移管してトップリーダーの
責任を追及するよう提言する。
また、生産用ボイラーが基準を超過、もしくは日排出規制量を超過した企業
に対しては断固として生産を制限する。生産用ボイラーのバイパスからの不法
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排出、監視データの改ざん・偽造、汚染防止施設の異常運転、年間排出規制量
超過、生産制限後の基準超過、突発事故による基準超過もしくは総量規制値超
過の企業に対しては断固として操業停止・是正を命じる。重汚染気象緊急対応
時の操業停止、排出停止措置不履行のあった企業は断固として閉鎖し差し押さ
える。
出典：遼寧省環境保護庁
URL：http://www.lnepb.gov.cn/xwzx/sxdt/201508/t20150828_66050.html

【 2015 年 9 月 】
4.3 瀋陽市：瀋陽市人民政府が大気汚染管理に関する通告を配布
公表日：2015 年 9 月 9 日
情報公表組織：瀋陽市環境保護局
分類：政策・法規命令
キーワード：瀋陽市、大気汚染、石炭ボイラー、黄ラベル車、飛散粉じん
先日、瀋陽市政府は「大気汚染管理強化に関する瀋陽市人民政府通告」を配布
し、大気汚染防止への本格的な取り組みを開始した。今回の通告の制定は、
「環
境保護を全面的に強化することに関する共産党市委員会・市政府決定」の主要内
容の詳細化であり、瀋陽市のスモッグ対策の決意を十分体現している。
一、史上最も厳しい政府通告
今回は十三項目の制限措置の提出を通じて、対策の重点を石炭燃焼企業、自動
車排ガス、飛散粉じん対策の３分野に絞っている。
第一に、石炭燃焼プロジェクトを全面規制する。通告規定に基づき、2017 年
末までに全市で 20 トン以下の石炭ボイラーを撤去し、許可を得ない石炭燃焼プ
ロジェクトの新設を禁止し、熱供給計画に盛り込まれていない熱供給プロジェ
クトは必ずグリーンエネルギーを使用しなければならない。石炭燃焼プロジェ
クト建設制限を通じて、発生源から大気汚染物質の排出を低減する。
第二に、緑ラベル車専用車線を完全実施する。通告の規定に基づき、現在瀋陽
市第 2 環状線の内側は全て緑ラベル車専用車線であり、黄ラベル車は第 2 環状
線の内側は走行できず、進入した黄ラベル車は公安交通警察部局が監視カメラ
で撮影して処罰する。
第三に、厳格な飛散粉じん防護措置を制定する。本市全域のコンクリート製造
企業に対する厳格な汚染防止措置立案を含め、要求に達しない者に対しては断
固として操業停止による処理を行う。工事現場で全面的な発塵抑制措置を実施
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し、飛散粉じん排出が基準を超過した工事現場を厳しく処罰し、併せて瀋陽市の
関係規定に基づき当該プロジェクト施工業者の瀋陽市での入札資格を取り消す。
貨物車両の泥付き走行を行った場合と飛散粉じん防止措置を採らなかった場合
も、厳しく処罰する。
二、実施部局
今回の通告の制定過程で環境保護、公安、交通、建設、計画、発展改革の各部
局の管理意見と瀋陽市各関係分野の法規規則の内容を包括的に吸収し、通告の
実施は部局連携に従う方式を採用する。例えば、建設発塵の取締は建設行政主管
部局が担当し、車両飛散粉じんの取締は行政取締部局が実施する。自動車排ガス
汚染の処罰は公安交通警察の取締重点であり、企業による大気汚染物質排出の
基準超過取締は環境保護部局が先頭に立つ。瀋陽市の住民が違法行為を発見し
た場合には、通告の規定する内容に基づき、それぞれの担当の部局に苦情申立て
や告発を行う。
三、大気汚染管理通告公布の重大意義
今回の通告の主な目的は現在のエネルギー構造と経済構造の調整を通じて、
瀋陽市の経済発展環境を保障することである。通告は新設石炭燃焼汚染プロジ
ェクトを厳格に制限しているが、クリーンエネルギーの強力な開発も提起し、構
造調整を通し、発展と環境の最適化を図り、環境最適化と経済成長を実現すると
している。
出典：瀋陽市環境保護局
URL：http://www.syepb.gov.cn/data/2015_09_11/2015911124428.html

【 2016 年 1 月 】
4.4 汚染源にロックオン：瀋陽は慢性的な大気汚染に五大「処方」を投与
公表日：2016 年 1 月 6 日
情報公表組織：中国環境保護オンライン
分類：ニュース動向
キーワード：大気発生源分析、脱硫脱硝、産業構造調整、自動車排出
瀋陽の大気発生源分析で、主要汚染源はほぼばいじんにロックオンされた。そ
のため瀋陽市は、石炭規制、石炭代替、基準厳格化、自動車更新、ばいじん抑制
の五大「処方」を投与し、工業企業は高性能脱硫脱硝除じん設備を採用して汚染
源対策を行う。
瀋陽市政治協商会議委員、瀋陽市環境保護局副局長の丁洪彦の説明によると、
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現在瀋陽はすでに発生源分析の基礎業務を完了し、四半期ごとの分析を行い、今
年第一四半期には大気汚染各種物質の比率を公表する予定である。
丁洪彦によると、瀋陽市の発生源分析プロジェクトは順調に進行しており、現
在データ収集、状況調査などの基礎プロジェクトはすでに完了し、四半期ごとの
測定結果の分析を始めた。発生源分析プロジェクトにより、中間結果が出ており、
瀋陽の大気汚染の主な 5 つの発生源がほぼ確定した。その内でもばいじんが主
な汚染源である。
大気汚染状況について、今年瀋陽市は都市レイアウトの合理的実施、老朽生産
設備の廃棄、
「キョンシー企業」の整理を含む産業構造調整を継続し、構造調整
を通じて大気質の好転を促進する。丁洪彦によると、今年瀋陽市は大気汚染に対
し石炭規制、石炭代替、基準厳格化、自動車更新、ばいじん抑制の五大措置を実
施する。
＜その他の措置＞
大気測定ポイントを 4 つ新設
現在、瀋陽には太原街、小河沿、文化路など 11 カ所の国設測定ポイントがあ
る。昨年、瀋陽市は大気測定ポイント 4 カ所を建設し、併せて一部の監視ポイン
トを調整したため、より詳しく瀋陽市の各地区の大気質状況を監視することが
できる。
移動式測定車を購入し随時監視
現在、瀋陽市の大気質状況は主に各地域範囲内の固定式監視ポイントに依拠
している。今年瀋陽市は移動式大気質測定車を 2 台新規購入し、重汚染天気に
なった場合でも測定車がリアルタイムで汚染データを監視し、さらに汚染の原
因も分析できる。
国五基準油を使って排ガスの硫黄含有量を減らす
二酸化硫黄は大気中の一般的な汚染物質であり、硫化物の中では自動車排ガ
スの寄与度が最大である。
今年の元旦から、瀋陽市は国五基準の石油製品を全面的に使用し、それにより
自動車排ガスからの硫黄分を 80％以上減らすことができる。
中心市街地の大型汚染企業がほぼ転出
長年の調整を経て、瀋陽市内のほとんどの大型汚染排出企業が転出したため、
市街地の汚染状況軽減に役立つ。
丁洪彦によると、今年瀋陽の化学工業の古い工場団地は生産を停止し、段階的
に地域ごとに転出を始めた。瀋陽抗生物質工場も瀋北新区に移転する予定であ
る。
現在市街地内では瀋陽華潤熱電だけがまだ転出しておらず、計画では瀋陽華
潤熱電工場の移転は 2017 年末までに完了する予定である。
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＜五大汚染源＞
ばいじん
このような状況は主に冬季に集中しており、瀋陽の冬季石炭消費量は年間総
量の 2/3 であり、冬季の石炭消費量が最も多い。また、冬季は汚染物質が拡散し
にくい天気が多い。
自動車排ガス
現在瀋陽市の自動車台数は多く、排出する排ガスも多い。
工業企業
冬季の熱供給で大量の石炭を燃やすほかに、工業企業の生産でも石炭を燃や
すことがあり、加えて他の廃ガスも排出している。
発塵汚染
主に都市の中の裸地が原因であるが、多くの残土置き場があることで、発塵汚
染が加重されている。
外来物質
大気は流動するため、瀋陽の外周地区の汚染物資も大気と共に瀋陽に流れ込
む。
現在、瀋陽市は測定結果に基づき、四半期ごとの分析を行い、今年の第一四半
期には汚染物質発生源分析結果を公表する予定である。
出典：華商晨報
URL：http://www.hbzhan.com/news/detail/103583.html

5. 重慶市
【 2015 年 4 月 】
5.1 重慶市：「2015 年大気汚染防止重点事業目標任務分担」を公布
公表日：2015 年 4 月 7 日
情報公表組織：重慶市政府弁公庁
分類：政策公布
キーワード：重慶市、PM2.5、飛散粉じん、工業、交通、生活
2015 年 4 月 7 日、重慶市人民政府弁公庁は「2015 年大気汚染防止重点業務
目標任務分担」の通達を配布した。2015 年の大気汚染防止業務を市環境保護局、
市都市と農村建設委員会、市市政委員会、市交通委員会などの多くの部局に割り
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振り実施する。この通達の要求では、今年の中心市街地の大気質優良日数を 240
日以上維持し、PM2.5 の年間平均濃度を 2013 年比で 8％以上低下させなければ
ならない。任務は 6 種類 50 項目に分割された。大気質目標、飛散粉じん汚染抑
制、工業汚染抑制、交通汚染抑制、生活汚染抑制、監督管理能力強化の 6 種類で
ある。
（一）大気質目標：中心市街地全体の大気質優良日数を 240 日以上、重度汚
染日を 18 日未満にし、PM2.5 年間平均濃度を 2013 年比で 8％以上下げる。中心
市街地各区の大気質優良日数は全て 240 日以上を維持し、重度汚染天気は少な
い水準に制御する。
（二）飛散粉じん汚染抑制：建設揚じんを規制し、工事現場は「重慶市中心市
街地飛散粉じん汚染防止規則」に従い飛散粉じん抑制の 8 項目強制規定を守り、
中心市街地では少なくとも 50 か所の工事現場に飛散粉じんオンライン監視設備
を設置しなければならない。道路飛散粉じんを抑制するため、中心市街地道路の
清掃と洗浄回数を増やす。運輸飛散粉じんを抑制する。堆積場飛散粉じんを抑制
する。緑地帯を増やし、都市緑地を新たに 1,000 ㎡増やす。
（三）工業汚染抑制：重点企業 VOCs 対策：鉄鋼、セメントなど重点業種の
全てでクリーナープロダクション審査を完了し、クリーナープロダクション技
術改良プランの中の 40％の改良を完了する。一群の石炭ボイラーを廃棄し、ク
リーンエネルギーを広める。一群の火力発電企業を閉鎖し、市内すべての石炭火
力発電装置の除じん設備のアップグレードを完了する。一群のセメント企業を
閉鎖し、市内すべてのセメント企業の除じん施設のアップグレードと原料貯蔵
場、伝送、輸送飛散粉じん処理を完了する。鉄鋼業の除じん施設建設とアップグ
レードを加速する。全市の板ガラスとその製品企業の排ガス除じん施設の建設
と改良を完了する。石炭ボイラーの脱硫、除じん施設建設とアップグレードを実
施する。一群の煉瓦焼成窯を閉鎖し、全市の煉瓦企業の排煙脱硫、除じん施設の
建設と改良を完了する。重点汚染排出企業を閉鎖・移転させる。石炭消費総量を
規制し、老朽生産設備を廃棄する。
（四）交通汚染抑制：自動車環境保護定期検査を強化する。目標に従い黄ラベ
ル車と老朽車両を廃棄する。市内全域で国家第 4 段階基準の自動車用ガソリン、
ディーゼル油を供給し、車用燃料油の品質を向上させる。全市のガソリンスタン
ド、石油貯蔵庫、石油タンクローリーのガソリンベーパー回収処理任務を完全達
成する。新車監督管理を強化する。新エネルギー車・船を発展させる。
（五）生活汚染抑制：高汚染燃料使用を禁止する。青空行動実施プランに定め
た 390 社以上の飲食業者の油煙対策を完了する。無石炭区域を強化拡大する。
茎藁の野焼きを厳禁し、農作物茎藁総合対策を推進する。屋外バーベキューを取
り締まる。花火・爆竹の使用を制限する。既存建物の省エネ改良を奨励し、新築
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建物には民生用建物省エネ強制基準を厳格に適用する。
（六）監督管理能力を強化する。発生源監視を強化する。大気質予報警報プラ
ットフォームを構築し、大気汚染予報警報緊急対応管理メカニズムを改善し、緊
急対応管理措置と汚染排出削減措置を適時に実施し、大気重度汚染気象の発生
を食い止める。行政法規と基準を改善し、
「重慶市大気汚染防止条例」立法作業
を加速する。資金投入を増やす。情報公開に力を入れる。目標責任を実施する。
責任追及を強化する。科学技術研究に力を入れ、PM2.5、オゾン、揮発性有機化
合物の発生源解析を実施する。
出典：重慶市政府ウェブサイト
URL：
http://www.cq.gov.cn/publicinfo/web/views/Show!detail.action?sid=3975700

【 2015 年 9 月 】
5.2 重慶で大気汚染防止条例制定予定

自動車排ガス検査に要件

公表日：2015 年 9 月 23 日
情報公表組織：網易ニュース
分類：政策・法規命令
キーワード：重慶市、大気汚染防止条例、草案、自動車排ガス
2015 年 9 月 23 日、重慶市第四期人民代表大会第二十回会議において、
「重慶
市大気汚染防止条例（草案）
」の大会での審議を申請した。草案は自動車排ガス
検査問題について規定している。
市人民代表大会都市農村建設環境資源保護委員会の張遠林委員の紹介による
と、中国環境科学院と重慶市環境科学研究院の中心市街地大気汚染物質 PM2.5 発
生源分析結果は、工業が約 20％、交通が約 29％、飛散粉じんが約 22％、生活が
約 16％、市外からが約 5％、その他が約 8％であった。
自動車排ガス検査問題について、草案は関連規定を盛り込んだ。張遠林委員に
よると、現在、中心市街地の自動車保有台数は全国の大都市の中では少なく、
2014 年の統計数値は約 115 万台であった。同時に、乗用車の汚染物質排出の
PM2.5 への寄与率は高くない。予備分析によると、大型バスとトラックが約 11％、
乗用車が約 10％、オフロード車が約 5％、船舶が約 3％であった。重慶市はすで
に、黄ラベル車の走行区域制限、走行時間制限の交通管制措置を採っている。し
たがって、条例草案では購入制限は規制せず、黄ラベル車の走行制限のみ規定し
た。
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自動車排ガス検査の問題について、草案は排ガス浄化装置の適正使用、整備、
交換について原則的な規定を置き、自動車整備企業の整備排出基準達成責任を
明確化した。条例は、検査不合格の新車に対して、国家規定年限もしくは走行距
離以内の場合は、製造企業がリコールして修理し、販売企業はそれに協力しなけ
ればならないと規定した。
条例はまた、使用過程中の自動車の検査について規定し、自動車が検査に合格
しなければ公安機関交通管理部局は安全技術検査合格ラベルを公布してはなら
ないと規定した。
飲食業油煙対策について、張遠林委員は、飲食業油煙は大気中 PM2.5、オゾン
汚染の重要発生源であり、また市民からの苦情も多いと述べた。草案は、北京と
上海の方策に学び、都市市街地の既存の飲食サービス業者はクリーンエネルギ
ーを使用し、高効率油煙浄化装置を設置し、適正使用と基準内排出を維持し、洗
浄・メンテナンス台帳を作らなければならないと規定した。
草案はまた、住宅棟、専用煙道を設置していない商業・住宅複合ビル、商業・
住宅複合ビル内の居住フロアと隣接する商業フロアにおいて、油煙、異臭、廃ガ
スを発生する飲食サービス、加工サービス、自動車整備などのプロジェクトの新
設・改築・拡張を禁止するとした。既存の飲食サービス、加工サービス、自動車
整備サービスなどのプロジェクトは汚染防止設備を設置し、専用煙道を設け、基
準内排出を行う必要がある。
出典： 網易ニュース
URL：http://news.163.com/15/0923/10/B46LJVGD00014AEE.html

6. その他の都市
【 2015 年 6 月 】
6.1 河北省邯鄲市：2015 年邯鄲市大気汚染防止業務要点配布に関する通達
（*関連動向については、中央政府の政策動向「6. 大気汚染対策重点都市石炭消
費総量規制作業プラン」、大気汚染重点地域の政策動向「1.1 北京・天津・河北
および周辺地区大気汚染共同予防管理 2015 年重点作業を審議可決」をご参照く
ださい。）
公表日：2015 年 6 月 11 日
情報公表組織：邯鄲環境保護局
分類：政策動向
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キーワード：邯鄲市、PM2.5、石炭ばいじん規制
2016 年 6 月 11 日、邯鄲市大気汚染防止業務指導チーム弁公室は「2015 年邯
鄲市大気汚染防止業務要点」（邯気領弁[2015]21 号）を公布した。
2015 年の邯鄲市大気汚染対策は「石炭ばいじん規制」という中心任務を重点
とし、重点業種、重点プロジェクトの対策を強化し、共同取組みを深め、法に従
った汚染対策、科学的汚染対策を堅持し、市環境大気質のさらなる向上を推進し、
PM2.5 濃度を 2014 年ベースで 9％以上削減し、二酸化硫黄、窒素酸化物総量排
出削減「第 12 次五カ年計画」目標を達成する。
大気汚染対策では、重点を決め、着実に「石炭ばいじん規制」業務を行わなけ
ればならない。石炭のガス転換事業を強力に推進し、全省に先駆けてパイロット
事業で中心市街地の石炭のガス転換を行い、冬に天然ガス暖房を実現する。石炭
ボイラー廃棄対策を徹底実施し、中心市街地で石炭ボイラーの新設を禁止し、小
型石炭ボイラーを廃棄・改良する。中実煉瓦窯を閉鎖させ、煉瓦窯の排煙の低空
直接排出を根絶する。石炭かまどの集中是正を行い、中心市街地範囲内の全ての
飲食業で使用される石炭かまどと各県（市区）の飲食店、事業所食堂で使用され
ている石炭かまどを取り締まる。集中暖房用ボイラーの石炭のガス転換および
石炭火力発電所の省エネ改良を実施し、集中暖房用ボイラーの石炭のガス転換
改良面積を 300 万㎡にする。石炭クリーン効率利用を強化し、石炭品質管理に
力を入れ、新規の外来炭洗選プロジェクトを厳禁する。石炭削減目標任務分担、
考課を確実に行い、全市の石炭消費を 2014 年比で 130 万トン純減させる任務
を各県（市、区）と重点石炭消費企業に割り振る。
対策を強化し、重点業種、重点プロジェクトの汚染対策に的を絞り、重点業種
汚染対策に力を入れ、重点業種の逸散排出を厳しく規制する。全市石炭火力発電
所の超低排出へのアップグレード改良に重点的に取り組み、排出基準を達成で
きない発電所をすべて閉鎖する。過剰生産設備の構造調整と老朽生産設備の廃
棄に重点的に取り組む。飲食店油煙対策に力を入れ、中心市街地と各県（市、区）
市街地飲食サービス営業場所には全て高効率油煙浄化設備を設置させる。省エ
ネ環境保護産業の発展に重点的に取り組む。屋外バーベキューを厳しく取り締
まる。
統一計画を推進し、全方位で大気汚染防止を強化しなければならない。集中暖
房能力を増やし、二年以内に中心市街地全域で集中暖房を実現するよう努力す
る。暖房熱計量改革を加速する。自動車汚染対策を徹底推進し、監督管理を改善
し、年末までに国家第五段階自動車排出基準を実施し、新エネルギー自動車を普
及させる。引き続き飛散粉じん対策を実施する。農村面源汚染対策を実施する。
茎藁野焼き禁止と総合利用に力を入れ、茎藁総合利用率を 95％以上にする。花
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火・爆竹使用規制を拡大し、都市計画レイアウトを最適化する。政策メカニズム
を改善する。
科学的に汚染対策を行い、大気汚染総合防止能力向上に力を入れなければな
らない。科学的に適切に汚染を処理する能力を向上させ、大気粒子状物質発生源
解析研究を完了し、将来三年間の大気汚染防止戦略とプランを最適化する。法に
従った汚染対策、取締検査能力を高め、環境法違反行為を厳しく取り締まる。監
督管理能力を高め、各級責任体系を強化し、各級ネットワーク化環境監督管理を
改善する。重度汚染気象緊急対応能力を高める。社会サービス能力を高め、
「汚
染対策」と「安定的成長」の関係を統一調整し、汚染対策と社会経済発展の相互
促進を実現する。
出典：邯鄲環境保護局ウェブサイト
URL：
http://www.hbj.hd.gov.cn/source/xwzx_pub/info.asp?xwid=330&lmtable=dala
nmu102&dlid=102&lmid=1021

【 2015 年 10 月 】
6.2 広東省中山市が大気汚染防止に予算支出
公表日：2015 年 10 月 20 日
情報公表組織：南方日報
分類：政策動向
キーワード：大気汚染、VOC 対策
大気環境汚染をさらに防止するために、中山市は「中山市大気汚染防止特別資
金競争的分配実施プラン」
（以下「プラン」）を公布し、2015 年度に 920 万元の
大気汚染防止特別資金を投入する。
報道によると、この専門資金のうち 840 万元を VOCs 総合対策プロジェクト
に充てる。市環境保護局はプロジェクト競争メカニズムを使って、10 件の大気
汚染防止、とりわけ VOCs 対策の中で内容の優れたプロジェクトを選択して、
特別補助を行う。補助資金は年末までに交付される予定である。
１）点数順
大気汚染対策事業の徹底展開に伴い、建築飛散粉じん、飲食業油煙、二酸化硫
黄、窒素酸化物などの在来型汚染物質対策は規格化され、大気汚染対策の新任務
――VOCs（volatile organic compounds 揮発性有機化合物の略記法）対策が喫緊
の課題になっている。
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7 月初めに、本紙は中山市環境保護局の単独インタビューを行い、中山市が
800 万元の特別資金を用意して VOCs 対策を行おうとしていることを知ったが、
今回の「プラン」の提出は VOCs 対策事業の具体化である。
「920 万元の特別資金は二つの部分から成り、その内 840 万は VOCs 総合対
策プロジェクトに振り分けられ、残りの 80 万は市街地油煙オンライン監視技術
実証試験プロジェクトに充てられる」と中山市環境保護局大気課の責任者の単
啓怡は語り、「VOCs 対策の分野で、大気汚染防止プロジェクトを通じて競争的
報奨を行い、
『多数の中から良いものを選び、良いものの中から優れたものを選
ぶ』というプロジェクト競争メカニズムを構築し、その中で総合得点が 70 点以
上のプロジェクトに資金援助資格を与える」と語った。
「同時に得点の高さで序列化し、最高得点の上位 10 プロジェクトに資金援助
し、資金援助額と分配比率は専門家チームの意見に基づき分配する。大気汚染防
止を進めるために、財政の誘導効果とレバレッジ効果を着実に発揮させる」と単
啓怡氏は述べた。
２）報奨を以て補助に代える
年末までに特別資金を交付する。
「現在すでに 10 数社の企業が申請し、計画では 11 月に専門家審議会を開き、
報奨を与える企業リストを審査決定し、報奨金は年末までに交付されるだろう」
と単啓怡は語った。
今回の「プラン」は、過去の環境保護特別資金の「事後補助」を主とするモデ
ルを改め、
「報奨を以て補助に代える」という大気汚染防止特別資金報奨規則を
イノベーションして実施された。紹介によると、この規則は過去の特別補助実施
過程で現れた資金使用便益の低さと資金の奨励作用の弱さという弊害を効果的
に防止し、市場主体の財政報奨資金に対する競争意識を効果的に刺激し、市場主
体が政策方向に従って重点環境保護分野への投資を積極的に拡大するよう誘導
し、少ない資金でより多くの市場の力が大気汚染防止事業に参加するようテコ
入れし、資金便益と社会便益の二重の成果を実現するものである。
「プラン」は、専門家チームが申請プロジェクト審査において、業績目標とモ
デル効果を資金配分とプロジェクト選定の重要判断基準とし、大気汚染防止プ
ロジェクト資金の使用効果、便益、効率に着目することを示している。また、報
奨条件を厳格に規格化し、プロジェクト資料の完全性、プロジェクト内容の合理
性と達成可能性、およびプロジェクト策定進捗状況と汚染物質排出費納付状況
を専門家チームの審査の重点とする。
中山市において、家具製造、包装印刷、金属表面塗装などの業種の成長は急速
である。これらの業種は現地の経済発展を促進すると同時に、VOCs の主要排出
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源でもある。VOCs の予防管理については、現在国や省レベルの基準はまだな
い。
出典：南方日報
URL：
http://zhongshan.house.sina.com.cn/news/2015-10-20/0811606202723251027
7545.shtml?wt_source=newshp_news_11

6.3 山西省太原市：冬季暖房期間の大気汚染対策に再び強力措置を打ち出す
（*これに関連する環境保護部の情報については、中央政府の政策動向「27. 環
境保護部が各地区に暖房期間大気汚染防止事業を確実に行うよう要求」をご参
照ください。）
公表日：2015 年 10 月 31 日
情報公表組織：新華ネット
分類：政策動向
キーワード：大気汚染予防管理行動、五大プロジェクト、冬季
太原市の冬季大気環境質をさらに改善するために、市政府は今年 11 月 1 日よ
り来年 3 月末まで市内全域で冬季暖房期間大気汚染予防管理行動を実施するこ
とを決定した。
太原市環境保護局局長の陳継光の紹介によると、冬季暖房期間の大気汚染予
防管理行動には 6 分野の内容がある。それは、太原環境質全面改善五大プロジ
ェクトの中の大気対策任務の完了、飛散粉じん汚染対策に全力で取り組むこと、
旧式小型石炭燃焼設備取締、重汚染自動車取締、工業企業と石炭燃焼ボイラーの
厳格管理、そして、ごみと茎藁の野焼き禁止である。
今年、太原市は 510 台の分散石炭燃焼ボイラーを撤去し、227 台の通年運転
の石炭燃焼ボイラーのクリーンエネルギー代替を行い、市街地内残留村落のヤ
ミ煙突 1 万本を撤去する。上述の任務達成後、太原市は毎年暖房用石炭燃焼量
を 150 万トン削減し、暖房期間石炭燃焼量を前年同期比約 4 割減らすことがで
きる。
全ての工事現場（建築工事、公共工事、解体工事、緑化工事など）の残土に対
し 10 日間の全面整理是正行動を展開し、すべての残土を来月 5 日までに全て搬
出し終わり、埋戻しの必要な用土は一律月末までに完全に密封する。このほか、
来月 5 日までに、市街地と都市村落境界域の全ての石炭置場、資材置き場、残土
置き場を整理する。市街地の全ての幹線道路で暖房期間は機械化湿式清掃を実
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施する。今月末に市街地の幹線・副幹線道路の路面、ガードレール、緑地帯およ
び両側の樹冠を 1 回徹底的に洗浄する。
月末までに、住民の生活用暖房、暖房改良を行っていない市街地残留村落以外
の各種の場所の石炭燃焼かまど、茶炉、こんろを徹底的に取り締まる。
太原市は重汚染自動車走行制限範囲を拡大した。暖房期間中、毎日 7 時から
21 時まで、黄ラベル車は環状高速の範囲内の走行を禁止され、中型・大型トラ
ックは市街地範囲内の走行を禁止される。現地の環境保護部局が発行した自動
車環境保護検査合格ラベルを取得していない外地車両と通過車両の太原市進入
を禁止し、全ての外地黄ラベル車の太原市市街地での走行を禁止する。走行中に
黒煙を排出する車両は、発見次第ブラックリストに載せ、過料を科すだけでなく、
使用も制限する。
環境保護部局は、発電、コーキング、冶金、建材などの業種の重汚染企業に対
し、24 時間駐在による監督管理を実施し、監視と監察を合わせる方法で、全天
候、全プロセスで企業汚染物質排出行動を監視し、不法排出、漏出と大幅基準超
過のあった企業に対して、一律に操業停止是正を命じ、併せて法律の上限の行政
罰を科す。このほかに、5 万キロワット以上の発電装置に対して、環境保護部局
が個別に汚染排出上限を定め、二酸化硫黄、ばいじんなど主要汚染物質の排出濃
度を明確に要求し、その上限値は国内で史上最も厳しい値とする。
環境保護部局が落葉回収専用袋を 2 万個配布し、清掃部局が収集、搬送を担
当し、公園部局が集中加工処理を担当し、落葉の野焼きを禁止し、落葉の廃棄物
利用を実現する。このほかに、各区政府も特別資金を計上し、秋季茎藁圃場還元
を行い、茎藁の粉砕、深耕、再利用を行う。現在、晋源区は 200 万元の特別資金
を出して、茎藁の農地還元のために圃場１ムーあたり 40 元を補助することを決
定した。
出典：新華ネット
URL：http://www.sx.xinhuanet.com/newscenter/2013-10/31/c_117952023.htm

【 2016 年 2 月 】
6.4 江蘇常州で VOCs 漏洩検知修理事業を実施、常時測定点 18 万カ所
公表日：2016 年 2 月 2 日
情報公表組織：中国環境報
分類：ニュース動向
キーワード：揮発性有機化合物、逸散排出、常時監視
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揮発性有機化合物漏洩検知・修理（LDAR）技術の使用経験を探求するために、
江蘇省常州市浜江化学工業団地で 19 社のパイロット事業企業を選び、揮発性有
機化合物（VOCs）漏洩検知・修理事業を実施した。現在すでに 7 社の企業が最
初の検知・修理を完了し、完了検査準備中である。
常州市浜江化学工業団地環境保護・安全生産監督管理局職員によると、今回の
パイロット事業は、漏洩検知、フィードバック、修理、再検知の四位一体である。
検知プランの制定から最初の検知・修理の実施まで、全て企業が費用を負担して
第三者機関に委託して行われ、検知された漏洩箇所は企業が修理する。
第三者機関は工場敷地内の揮発性有機化合物漏洩の発生する可能性のある全
ての設備、例えばバルブ、輸送管接続部などに、位置標識を付けて記録書類を作
成し、専用機器で検知し、検出値を記録する。もし排出基準上限値を超えた場合
は、検査員が企業責任者に伝えて修理を行わせ、1 週間後に再び検知し、汚染物
排出指標が基準を達成するまで継続する。
統計によると、現在 19 のパイロット事業企業の標準検知測定点総数は 18 万
カ所あり、測定点が最も多い企業は 5 万カ所以上、少ない企業でも 3,000 カ所
ある。
VOCs 逸散排出に対しては、VOCs 漏洩検知を実施し、リストアップして管理
プラットフォームを構築し、リアルタイムで監視する。高所排出源に対しては、
オンライン計測器と分布式制御システムを設置し、オンライン監視・警報応急対
応一体化プラットフォームを構築し、早期警報で速やかに処置する。
企業は生産を開始すると、必ず VOCs 漏洩検知と修理業務を行わなければな
らず、併せて漏洩検知・修理状況を浜江化学工業団地環境保護部局が行う「三同
時」完了検査予備審査の先決条件の一つとする。19 社のパイロット事業企業は
今年上半期に VOCs 漏洩検知と修理事業の検査を完了する。
今年から、揮発性有機化合物の逸散排出に対し、浜江化学工業団地内の全ての
企業が VOCs 漏洩検知と修理事業を行い、併せて地域的 VOCs 検知と修理シス
テムを構築する。全面的な調査と検証を通じて、工業団地の揮発性有機化合物リ
ストを書き出し、併せて工業団地逸散廃ガス排出管理プラットフォームを構築
し、異臭汚染がひどく、VOCs 逸散排出を起こしやすいポイントを全てプラット
フォームに盛り込み、リアルタイムで監視し、相応の管理体制を作る。
逸散排出を管理するだけでなく、高所排出源に対して浜江化学工業団地環境
保護部局は汚染因子オンライン測定器と分布式コントロールシステムを設置さ
せ、二酸化硫黄、窒素酸化物、ばいじんまたは粉じん、ベンゼン、トルエン、キ
シレン、VOC（TVOC）などの揮発状況をオンライン監視する。完了検査合格後、
工業団地の監視と警報応急対応一体化プラットフォームとネットワークで接続
する。
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プラットフォームを利用し、揮発性有機廃ガスと有毒有害ガスの排出状況を
リアルタイムで監視し、工業団地の大気状況を把握し、速やかに汚染源を特定し、
併せて周辺住民への影響を評価し、早期警報、迅速処置、リスク低減を実現する。
「最新の科学技術手段の導入によりトレースアナリシスを加速し、地域汚染物
質排出と大気環境質状況を全面的に把握できるだけでなく、迅速に VOCs 異臭
タイプと発生源を特定でき、精確に是正措置が実施できる。」浜江化学工業団地
環境保護・安全生産監督管理局の担当責任者は記者に対し、今年上半期に工業団
地がドイツ・ブルカー社の遠距離有毒有害ガス赤外線監視装置（RAPID）を導
入し、リアルタイムで工業団地内の各種企業の廃ガス排出状況を検知できるよ
うになると語った。
出典：中国環境報
URL：http://www.hbzhan.com/news/detail/dy104421_p2.html

6.5 大連環境対策は揮発性有機化合物をターゲットに
公表日：2016 年 2 月 24 日
情報公表組織：大連晩報
分類：政策動向
キーワード： 揮発性有機化合物、発生源規制、末端処理、監督強化
モニタリングデータによると、2015 年、大連市の PM2.5 と PM10 は両方減少
し、二酸化硫黄と窒素酸化物はどちらも国家基準より低くなった。一方でオゾン
が激増し、主な汚染物質がオゾンの日数は 2014 年の 1 日から 36 日になり、大
連市の大気質に影響する重大問題になり、VOCs 排出がオキシダント発生の重
要原因の一つとなっている。VOCs 発生源を調べるために、市環境保護局は
VOCs 排出インベントリ調査を開始し、プランを提出し、2～3 年のうちに揮発
性有機化合物排出総量のむやみな急増を止めるよう努力している。
プランによると、大連市は発生源規制、末端処理、監督強化などの手段により
段階的かつ全面的に VOCs 汚染対策を実施する。
今年、大連市はペトロチャイナ大連石油化学公司、大連西太平洋石油化学など
5 社の石油化学企業の漏洩検知と修理技術改造を開始し、年末までに第 1 回の
漏洩検知と修理技術改造を完全に終わらせる。現在、石油化学廃水密封と廃ガス
収集処理、およびペトロチャイナと西太平洋石油化学の 2 台の装置の漏洩検知
と修理技術応用が完了した。
同時に、今年は 186 社の有機化学工業、医薬、船舶企業、大型設備（車両、コ
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ンテナ、設備）製造、家具製造、インキ塗料製造の VOCs 対策を完了し、全 47
社の包装印刷業と 148 社の自動車修理業の揮発性有機化合物対策を完了させる。
また、今年は倉庫業の原油、精製油埠頭のオイル蒸気回収も対策範囲に含まれる。
2017 年、大連市は重点的に残り 80 社の有機化学工業、医薬、船舶企業、大型
設備（車両、コンテナ、設備）製造、家具製造、インキ塗料製造企業、および 64
社の自動車修理企業の VOCs 対策を完了させる。同時に、2017 年 7 月 1 日まで
にペトロチャイナ大連石油化学公司、大連西太平洋石油化学など 5 社の石油化
学企業全てに基準達成排出を課す。倉庫業原油、精製油埠頭オイル蒸気回収対策
は 2017 年末までに全て完了させる。
出典：大連晩報
URL：http://info.coatings.hc360.com/2016/02/250848656780.shtml
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