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アジアで持続可能な消費に向けた地域主導の取り組みを
成功に導く要因：地方政府が果たすべき将来的な役割とは

中村  秀規、マーク・エルダー

1.  はじめに

　本章では持続可能な消費に貢献する地

域主導の取り組みを立案・実施するため

に地方政府が現状で果たしている役割、

さらに将来的に果たすべき役割とは何か

を探っていく 1。途上国と先進国の両方

を対象に、地方政府が一般消費者の日常

生活に近い分野にいる他のステークホル

ダーに参加を促すという役割をどの程度

担えるのかという点に主眼を置く。

　持続可能な消費に関する論文は多数存

在するが、その大半は問題の性質や発生

原因を、経済、倫理、規範といった観

点から論じたものである（Seyfang 2009; 
Jackson 2006; Princen, Maniates, and Conca 
2002）。議論の大部分が極めて論理的か

つ抽象的という点も特徴である。政策措

置全般が論じられている研究や報告もあ

り、例えば国家計画の設計方法に関す

る一般的指針等が取り上げられている

（UNEP 2005; UNEP 2008 等）。こうした

研究は国レベルでの政策、または消費者

個々のレベルでの政策に重点をおく傾向

がある。これに対し、本章では地方政府

の役割に焦点を絞ることで、両者の中間

のレベルで議論を行うこととし、地域レ

ベルで実際に行われた個々の事例を研究

していくことにする。

　本章では、アジアにおいてこうしたタイプの取り組みが国も状況も異なる様々な分野で

既に多数行われていることを示す。また地方政府が主導して持続可能性を高めるための取

り組みを立案・実施する際に、どのような要因があれば円滑に行えるかを概説する。さら

に地方政府が直面する可能性のある問題を明らかにするため、非政府組織（NGO）とコミュ

ニティが先導する地域主導の取り組みの事例についても検討する。

本章の概要

　本章では持続可能な消費に向けた地域主
導の取り組みを立案・実施する上で地方政
府が果たし得る役割に着目する。事例研究
を通じて、地域主導の取り組みを促進する
要因に着目した分析を行う。

•   持続可能な消費に向けた地域主導の取り
組みは、アジアの様々な国、様々な分野
で行われている。それらに共通する成功
の要因として、地方政府その他がステー
クホルダーを巻き込むために積極的に動
いていること、地域固有の問題や懸念に
対応していること、地域のリーダー、特
に代表者の支援があること、政府、国際
組織またはNGOによる外部からのサポー
トがあること等があげられる。

•   地方政府の代表者はステークホルダーの
円滑な参加を促すよう主導権を握り、地
方政府内外の人的資源を総動員すべきで
ある。実務レベルの職員や他のステーク
ホルダーに力を貸すだけでも効果がある
かもしれない。

•   地域的な問題と関連づけられるか否かが、
プロジェクトの成功の鍵を握っている。
地方政府もそのことに今以上の注意を払
う必要があるかもしれない。ステークホ
ルダー同士が協議することは、地域の重
要性に対する理解を深める上で肝要な点
である。また協議をより効果的なものと
するには、支援体制が重要である。
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　アジアにおける持続不可能な消費の問題は、主に都市圏に集中している。しかも都市化

とその関連の問題は今後も着実に増えると予想されている。2030 年までにアジアの都市

圏の人口は 27 億人に達するという試算がある（United Nations 2004）。また都市圏の人口は

今後 25 年の間に毎年 4,400 万人ずつ増加すると予想されている（Asian Development Bank 
2008）。都市化の進展により経済的利得を得る機会こそ増えたものの、無計画な都市開発

や不十分な計画による都市開発によって環境破壊が進行し、廃棄物の山、未処理廃水、水

不足といった問題が生じている。急速な経済成長が続いているため、資源需要の削減を可

能にする大きな効率変化がなければ、都市住民のエネルギー、水、資源の消費拡大が、す

でに深刻な環境圧力をさらに強める結果となる。アジアの現在の消費パターンは明らかに

持続不可能であり、資源はますます希少化してきている（第 1、4、5、7、8 章参照）。

　一方で、都市化は環境問題を引き起こした原因であるだけでなく、将来的な解決策を与

えてくれる可能性も持っている。さらに、政府は地方政府や都市の中にいるその他のステー

クホルダーの協力なしには、こうした問題を解決することができない。国の政策が実施さ

れるのはあくまで地方レベルであり、地域が持続可能性の問題に取り組むことは、先進国

でも途上国でも必要である。先進国の都市では消費パターンの需要と効率を管理する必要

があり、途上国の都市では消費パターンを変えるような代替的な開発戦略をとる必要があ

る。本章ではこうした代替戦略に対する展望は論じないが、他の都市が教訓を得られるよ

うな措置を既に講じている先駆的な都市について示し、それを可能にした要因を探る。

1.1  アジア太平洋の地方政府の役割の検討

　地方政府は持続可能性に向けた地域の取り組みを推進する上で重要な役割を担うことが

できるが、地球規模の議論の中ではあまり注意を払われることがなかった。本研究で扱う

地方政府とは、日常的に廃棄物収集や給水等の都市サービスを行っている市町村のことを

指し、都道府県等、中間的な地方政府は含めない。個人と組織が行う全ての消費活動は特

定の地域で行われるため、地域における取り組みは重要である。国または国際的な方針は

どのようなものであれ、各地域で実施することによって効力を発揮する。持続可能な消費

に向けた新しい取り組みは、各地域の当事者の認識と行動が具体的に変化しなければ実施

できない。また、各地域の当事者が自身の影響力の持つ価値を十分に理解・認識していな

ければ、こうした変化は難しい。地方政府は多様な人的資源や技術をもつ様々なステーク

ホルダーをまとめ、国の行政機能を補完することができる。地方政府は地元のステークホ

ルダーにより近い位置にいるため、様々な地域問題への対応が可能である。

　持続可能性に向けた地域主導の取り組みの立案と実施を扱った研究の大半は、主にアジ

ア以外（特に欧州）の事例に重点をおいてきた（例えば Garcia-Sanchez and Prado-Lorenzo 2008 
and 2009 の文献調査を参照）。またクリーン開発メカニズム（CDM）のような特殊領域のみ

を対象とする研究が多く（例えば Nussbaumer 2009）、少数の例外を除けば各事例で得られ

た教訓の比較研究を行っていない（ICLEI 2002c）。さらに多くの研究、特にローカルアジェ

ンダ 21（LA21）関連の研究は、実際のプロジェクトより計画と計画策定過程を主な対象と

している。LA21 は、地方政府が複数のステークホルダーを参加させて地域の持続可能性

に関する問題を扱うための戦略計画を策定する際に役立てようという狙いで、「持続可能性

をめざす自治体協議会」（ICLEI）が作成したプログラムである（Tuts 2002; ICLEI 2002a; ICLEI 
2002b; Garcia-Sanchez and Prado-Lorenzo 2008 and 2009; Pattenden nd）2。事例研究ではなく、

定量的手法を用いた研究もある（Garcia-Sanchez and Prado-Lorenzo 2008 and 2009 等）。これ

らの多くは、必ずしも消費サイドの持続可能性に重点をおいているわけではない。

　一方で、アジアで地方政府が持続可能性に向けて取り組んだ事例を扱った研究やデー

タベースも少数ながら存在する。その一つが、IGES の「革新的戦略オプション研究第 1
フェーズ」（RISPO-I）である。この研究では環境分野の革新的アプローチを中心とする優良
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事例一覧が作成された（Asia-Pacific Environmental Innovation Strategy Project 2005）3。さらに

革新的アプローチの包括的研究が行われ、意識啓発、能力開発、計画、管理、組織化、パ

―トナーシップ、経済的手段、自己統制、研究・開発、技術までが研究対象となった。ま

たアジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）の優良事例データベースは、アジア太平洋地

域の様々な環境問題に関する事例を集め、上記と類似した評価手段による分析と照合でき

るようにした、もう一つの関連データベースである 4。RISPO-I の優良事例一覧はその後、

APFED の優良事例データベースに統合された。RISPO-I では各事例に共通する成功要因も

幅広く包括的に論じられている（King and Mori 2007a, 2007b）。本研究は反対に焦点を絞り

込み、地方政府が果たすべき将来的な役割や地方政府が成功を収めるための要因に重点を

おくが、持続可能な消費と密接に関連した事例の紹介にも力を入れる。もう一つの類似研

究である「クリーンな環境のための北九州イニシアティブ」推進調査でも、アジアでの成功

事例のデータベースが作成された。このデータベースには、大気管理、給水及び廃水管理、

固形廃棄物処理の事例が掲載されている（Kitakyushu Initiative for a Clean Environment 2008）。
北九州イニシアティブ研究の分析手法は RISPO-I と似ているが、本研究とは異なっており、

固形廃棄物処理に関する廃棄物収集、リサイクル手段、埋立地、財政支援、管理等、分野

特有の問題と技術的問題に重点がおかれている。中国と日本では気候変動に関する地方政

府の政策と手段に関する研究が行われた（Qi, Ma, Zhang, and Li 2008; Sugiyama and Takeuchi 
2008）が、特定地域の政策と取り組みに関する少数の事例しか取り上げられなかった。以

上の研究は大半が地方政府の政策・施策の内容、さらにそれらと国の政策の関わりを主な

内容とするものであり、他のアジア主要国に関する研究や、他の持続可能性に関する政策

分野の研究は行われていない。

　本章では、アジアには既に様々な成功事例があることを示し、地域ステークホルダーの

支援等、地方政府の既存の役割や将来的な役割に焦点を当てながら、取り組みの立案と実

施を成功に導く要因について探る。そのためアジアでエネルギー、食料消費、交通、廃棄

物処理の分野で行われたいくつかの地域主導の取り組みの事例を取り上げる。そうした事

例では、一般市民の役割、選択、行動が極めて重要な役割を果たしている。

　本章は次のような構成をとる。まず、次のセクションでは地方政府の役割等、成功の鍵

を握る要因について論じる。その後、いくつかの事例を紹介し、成功要因を探りながら各

事例の背景を述べる。最後のセクションでは成果と意義について論じる。

2.   アジアで持続可能な消費に向けた地域活動の立案と実施を成功に導く 
要因とは、また地方政府の役割とは

　本章では、持続可能な消費に向けた地域主導の取り組みの立案と実施を成功に導く要因

とは何かを探る。

　主眼を置くのは以下の 4 つの要因である。第一に、まとめ役と推進役が積極的に動き、

地元のステークホルダーと協議し、積極的な関わりを呼び掛けること。単なる参加以上の

関わりが必要であり、これは新しい取り組みや政策が始まり、これから続いていくという

感覚を持たせる上で極めて重要な要因である。地方政府または NGO（あるいは両方）がま

とめ役となることができる。第二に、地域固有の問題と懸念に対処すること。これにより、

新しい取り組みや事業に対する地域当事者の支持が得やすくなる。気候変動や生物多様性

等、長期的な持続可能性の問題を扱う国の取り組みでは、地域開発の問題の優先順位が低

いか、こうした問題が十分に取り上げられないことが多い。特にトップダウン式で導入さ

れる場合にその傾向が強い。地方政府はこの点にも注意を払う必要がある。第三に、地方

政府の代表者が支援を行うこと。予算の獲得、制度の設立、ステークホルダーの説得、外

部リソースの活用のための政治的支援等が代表者の重要な役割である。第四に、知識また
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は財政支援の提供が可能な政府、国際組織、NGO、その他の専門家からの外部的な支援を

得ること。北九州イニシアティブや国際環境自治体協議会（ICLEI）等といった国際的な都

市間環境ネットワークは、特定の事業や技術を他の都市や国に展開する際に手助けをして

くれる。これらの要因それぞれに対応する地方政府の役割、各々の推進役、設計者、リー

ダー、外部ネットワーカーを以下で考える。

　上記の要因は、環境に関する国際都市間ネットワークプログラムに参加したアジアの地

方政府の環境政策過程に影響する要因に関する過去の研究でも、その重要性が認められて

いる（藤倉他 2009）。考えられる要因の多くが、その地域内外の地方政府が政策を採用・施

行する際に影響してくる可能性があるが（伊藤 2002）、本章では持続可能な消費に向けた新

しい事業及び政策を設計、実施、または支援する際に、地方政府が管理・利用できる要因

を中心に論じる。

　IGES が過去に行った研究（藤倉他 2009）では、住民や NGO からの圧力や、NGO や業界

団体のネットワーク活動といった地方政府以外の要因の重要性が示された。しかし地方政

府は住民や NGO からの圧力がなくても、独力でプロジェクトや政策の立案を行う能力を

持つため、そうした他の要因はここで取り上げない。本白書の第 6 章ではコミュニティの

取り組みを扱っているため、本章では、代わりに地方政府が様々なステークホルダーの意

見の調整に力を注ぐべきであるという主張を展開する。つまり、地方政府関連の要因と、

地方政府と他のステークホルダーとの関係に関連する要因を中心に論じる。

　本章で扱う要因は、アジア以外（特に欧州）の事例（例えば Garcia-Sanchez and Prado-
Lorenzo 2008 and 2009）、CDM 等の特殊領域（例えば Nussbaumer 2009）を中心とした研

究、及び LA21、計画、計画過程に関する研究（Tuts 2002; ICLEI 2002a; ICLEI 2002b; Garcia-
Sanchez and Prado-Lorenzo 2008 and 2009; Pattenden nd）等、地域主導の取り組みの成功要因

に関する以前の研究の結果とほぼ一致している。これらの研究の内容は本章で論じる要因

と通じる部分が多いが、より技術的なものや、個別のプロジェクトに特有なものもある。

特に EU と比較するといくつかの要因が異なる。例えば、LA21 計画の策定に関して、市

政の安定性等の政治的要因がそれほど重要ではないことが、ある研究で明らかにされた

（Garcia-Sanchez and Prado-Lorenzo 2008）。最後に、本章で検討する要因は PISPO-I（King and 
Mori, 2007b, 137-9）で示された当事者同士、過程同士の影響関係とほぼ一致する。しかし本

章では地方政府が担う推進役としての役割等、地域レベルの話題に焦点を絞る。

　こうした要因が重要なことは自明の理であるかもしれない。しかし LA21 の着実な進行

という例もあるように、本章その他に見られる積極的な努力があるにもかかわらず、多く

の地方政府は地域の持続可能な消費の取り組みを立案・推進しておらず、それらとの協力

も行っていない。従って改善の余地はかなり大きい。特に途上国の地域リーダーは未だに

持続可能な消費は自分たちの地域が抱える問題とは関係ないと考え、NGO や他団体との協

調に懐疑的で、国際組織や自国政府との協調の可能性を想像していないことが多い。した

がって本章の分析が優柔不断で懐疑的な地域リーダーの考え方を変化させ、また地域リー

ダーが本章の事例研究から何らかの感化を受けてくれることを望んでやまない。

3.  アジアにおける持続可能な消費に向けた地域主導の取り組みの事例

　本セクションでは、地域の活動事例を市民のさらなる参加が可能な持続可能な消費の 4
つの分野、すなわちエネルギー、食料、交通、廃棄物処理に分けて多数紹介する。この 4
分野を選んだ理由は、地方政府が施行または推進している具体的な事業において、家庭、

市民、コミュニティが参加しているためである。この 4 分野は、エネルギー等の投入物から、

家庭での食物消費、交通、さらに消費の最終段階としての廃棄物処理まで続く生産チェー
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ン全体に関わるものでもある。この 4 分野は国連機関が開催した地域会議（UNEP 2001 等）

その他でも取り上げられている。廃棄物処理は地域住民が関わる共通の問題の一つで、し

かも地域当局が扱うため、消費の削減が主要目標でない場合でもこの分野の事例が検討対

象となる。さらに廃棄物の取り扱いは一般消費者の行動の変化から影響を受ける可能性が

ある。

　個々の事例の検討にあたっては、新事業の採択過程を開始した当事者の役割、この過程

に関わったステークホルダー、新しい取り組みや政策の採択・施行の過程、地域当事者が

直面する障害とその克服方法（克服しない場合も考えられる）、地方政府が担う役割等を中

心に論じ、成功要因を特定する。

　様々な国や分野における取り組みを紹介するため、途上国と先進国の両方から、プロ

ジェクト実施時点で地域住民とステークホルダーが大きく関わっていた事例を選択した。

成功事例が主であるが、最終的に問題が解決されなかった事例もあり、事の困難さを示し

ている。ここでは意図した活動が終了したことをもって成功とみなしている。これらの事

例は代表的なものでも包括的なものでもないが、様々な国や分野に成功事例があるという

ことを示すために選んだものである。主な選択基準は、成功要因を評価できるだけの十分

な情報が存在するか否かである。なお、1 事例のみが既存の事例データベースから得たも

のである（Asia-Pacific Environmental Innovation Strategy Project 2005; Kitakyushu Initiative for a 
Clean Environment 2008）。

3.1  エネルギー

事例 1： 太陽エネルギー推進のための産業開発、規制、教育の一貫導入（中国 / 日照市）

　事例 1 は、地方政府が旗振り役となり、地方政府の代表者が支援を行った地域主導の取

り組みの例であり（C40 Cities, no date）、地域ステークホルダーに明確な利益をもたらした。

　日照市は中国山東省の沿岸都市であり、1 人あたりの所得は同省の他の大半の都市より

低い。急速な経済成長でエネルギーと環境上の制約が生まれることを予想した市長は、地

元のソーラー・パネル業界による研究・開発に財政支援を行う等、太陽エネルギーを重点

とする再生可能エネルギー推進のための強力な政策を行うことを決定した。山東省政府も

太陽熱温水器業界に研究・開発補助金を支給した。

　規制と公教育政策で、太陽熱温水器の採用が広まり、日照市役所は、新築の建物すべて

にソーラー ･ パネルの設置を要求し、建築活動を監視して設置を確認した。また公開セミ

ナーやテレビ広告で市民の意識を高めた。最初のソーラー ･ パネルは市庁舎と市幹部の住

居に設置された。いくつかの政府機関や企業では、従業員のためにソーラー ･ パネルの無

料設置を行った（修理・交換を除く）。

　一連の取り組みにより、市長と市幹部は環境の質の改善と同市の長期的な経済社会的発

展が正の相関関係を持つことに気付くことができた。推定では、太陽熱温水器の導入によ

り、年間最低 52,860 トンの二酸化炭素（CO2）排出が削減できる。国家環境保護局（現環境保

護省）は日照市を環境保護モデル都市に指定した（C40 Cities, no date）。

　日照市の例は、産業の発展と持続可能なエネルギー消費を両立させるための方法を示し

ている。この取り組みは、規制政策、資金的誘因、公教育を組み合わせて、地方政府の代

表者が主導し、地方政府が調整を行ったものである。地方政府は業界と家庭の意見の擦り

合わせを積極的に行った。同取り組みは省政府の政策支援も受けている。
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事例 2： 環境保全地区の保護のための住民の高エネルギー効率住宅への移転 
（フィリピン / プエルトプリンセサ市）

　事例 2 は市が市長と外部組織の支援を受けて推進した取り組みで、地域の生活上の懸念

に対処するためのものである（Aquitania 2008）。

　プエルトプリンセサ市の沿岸地域の環境を守るため、人口増加によって海岸保護区の環

境を脅かしている約 800 世帯を移転させるための大規模住宅供給プロジェクトが展開され

た。市長は市技術局に対し、環境効率のよい移転家族向け住宅の設計を命じた。設計案は

数回にわたって変更された。また地方政府の気候保護活動を推進していた ICLEI 東南アジ

ア事務局は、気候保護政策と移転プロジェクトを結び付けて市を支援しようと試みた。こ

の試みでは白熱球の代わりに電球型蛍光灯（CFL）が用いられ、家庭のエネルギーに対する

支出を約 60% 削減することに成功した。さらに各家庭による自然照明や換気、屋根材の冷

却効果、植樹等のエコデザインにより、エネルギー需要が 30 ～ 40% 削減できたと考えら

れている。このプロジェクトによる年間の推定エネルギー削減量は約 120,000kWh で、金

額にすると年間約 35,000 ドルの節約に相当する。リサイクル不可能な廃棄物や非生分解性

廃棄物の処理システム構築、さらに廃棄物削減のための裏庭での堆肥化計画も行われた。

　漁業に従事する家庭は海まで移動する費用が高くなるため、当初は移転に反対した。し

かし、一連の協議と対話によって住民は環境保全の重要性を理解し、生計手段の再考を促

されて、移転に同意した。こうした対話に市長自身が参加したことが、この過程を円滑に

進める上で力になった（Aquitania 2008）。

　この事例は、生態系保護のために移転を受け入れた住民が、エネルギー関連の費用の減

少によって相応の経済的メリットを享受することができたという例である。市が幅広いス

テークホルダーと協議を行ったこと、特に市長自らが参加したことが、住民の最終的な理

解と協力を得る上で重要であった。また ICLEI の外部からの援助が、気候変動の緩和とい

う相乗便益をこのプロジェクトに取り入れるための力となった。

事例 3：公益事業用車両でのバイオ燃料の使用（タイ / チェンマイ市）

　事例 3 は地方政府が外部組織の支援を得ながら推進役を担った取り組みで、廃棄物から

バイオ燃料を生産して公共交通機関による地元の大気汚染に対する懸念に対処した例であ

る（Siam CIE International Co., Ltd. 2008）。このプロジェクトでは廃棄物からのバイオ燃料の

生産に成功したが、利用されたのは当初予定された車両ではなかった。したがって、この

プロジェクトでは当初の目的が完全に達成されたわけではないものの、持続可能性の面で

の利益は生じた。

　チェンマイ市はタイ北部最大の都市で、チェンマイ州の州都である。谷底にあるために

大気汚染物質が集まりやすく、チェンマイ市では大気環境改善のためのマスタープラン

（2000 ～ 2010）の一環として、ソンテウ（主要な公共交通機関）の代替燃料として廃食用油

からバイオディーゼル燃料を生産し、使用することを決定した。このバイオディーゼル・

プロジェクトの一環として、2004 年にソンテウ 1,000 台での実証プロジェクトが予算総額

980 万バーツ（約 30 万ドル）で開始され、汚染管理局（PCD）が費用対効果と環境影響評価の

研究を行った。この実証プロジェクトの目的は、廃食用油を使用してバイオディーゼル燃

料を生産し、コミュニティレベルの小規模バイオ燃料工場を建設し、バイオ燃料の使用を

推進して、大気汚染物質排出による環境及び健康への影響を低減することであった。チェ

ンマイ大学等のいくつかの地元機関がバイオディーゼル装置の設計、作成、試験に携わり、

さらにコミュニティでの訓練も行われた。
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　プロジェクトの当初の目的は、ソンテウでバイオディーゼル燃料を使用することであっ

た。しかしバイオディーゼル燃料は私企業で生産され、町村部でソンテウの代わりに軽ト

ラックや農業機械の燃料として使用されている。ソンテウの運転手は廃食用油から作った

バイオディーゼル燃料を信用しておらず、5% バイオディーゼル混合燃料（B5）をガソリン

スタンドで購入している。当初の目的通りの消費者によってではなくても、廃食用油から

バイオ燃料が生産・使用されているため持続可能性の面で一定のメリットはあった。現在、

チェンマイ市では休閑地で栽培された油ヤシ等のエネルギー作物から市の公用車向け第一

世代バイオディーゼル燃料生産を計画している（Siam CIE International Co., Ltd. 2008）。

　この事例では、バイオディーゼル・プロジェクトは地元の大気汚染問題に対処しながら、

同時に高価なガソリンに対する経済的インセンティブをもたらした。市は導入のために大

きな努力を払った。バイオディーゼル燃料を当初の目的通りに利用できなかったことは、

ステークホルダーとの調整が不十分であった証拠であるが、最終的には他の用途で利用さ

れたため持続可能性を強化するという目的は達成された。タイ政府の再生可能エネルギー・

プログラムも、このプロジェクトの成功に貢献した。

事例 4：家庭ごみ中の有機廃棄物による発電と肥料生産（タイ / ラヨーン市）

　事例 4 は市が地域のステークホルダーのまとめ役となり、喫緊の問題解決に成功した取

り組みの例であり（UNESCAP 2003; Siam CIE International Co., Ltd. 2008）、市長の参加や外

部からの支援も行われた。

　ラヨーン州の州都ラヨーン市はバンコクの約 180km 東にあり、人口は 59,000 人である。

同市は急速な経済発展と人口増加による都市固形廃棄物（MSW）の増加に苦慮しており、以

前からの埋立地は満杯となり、代替地への移転は困難となっていた。そこで同市は現市長

と前市長の強力な支援を得て、ICLEI の CCP（気候変動防止都市）プログラムにも加わり、

家庭からの CO2 排出を 15% 削減するという必達目標を掲げた。

　こうした理由から、市はリサイクル、有機肥料の生産、発電のためのバイオガスの生産

等といったコミュニティベースの廃棄物処理スキームの統合計画を採択した。廃棄物を肥

料とエネルギーに変えるこのプロジェクトは、1 日あたり 60 ～ 70 トンの MSW 処理を目

標とし、熱電供給能力は 625kW で設計し、年間 5,100MWh を発電すると予測された。有

機肥料生産工場の経済的耐用年数は 20 年の予想であった。2003 年にラヨーン市が排出し

た MSW は年間約 27,000 トンで、推定ではこの約半分が有機性であった。前市長が着手し

たバイオガスプロジェクトを受けて、排出源での廃棄物の分別とリサイクルを奨励する集

中キャンペーンが行われ、市では有機性廃棄物の分別のため、家庭に 12 リットル、参加

事業所に 100 リットルのプラスチック製ごみ箱を配布し、このごみ箱の中身がバイオガス

工場に送られた。

　市長は費用削減のためにコミュニティが参加することの重要性を説き、前市長も支援

を行った。市は住民と定期的に協議を行い、絶えず情報を提供し、特別チームを編成し

て環境保全のためのコミュニティのネットワークを築き、さらなる強化に努めた。特別

チームはリサイクルした廃棄物で卵が買える廃棄物銀行の設立、液体肥料やトイレ、排水

溝、ごみ捨て場の脱臭剤として使える無臭廃棄物を生産する水棲微生物の発酵活性を利用

したプロジェクト等、廃棄物の分別と収集を行うよう住民を説得する活動を多数開始した

（UNESCAP 2003）。

　このプロジェクトは天然資源と環境の問題をコミュニティベースで管理するという国家

戦略の流れの中で始まった。この戦略は第 9 次国家経済社会開発計画（National Economic 
and Social Development Plan）の策定後に打ち出されたものである（NESDP 2002-2006）。
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　国内外の専門家がプロジェクトの展開と実施の面でラヨーン市を補佐し、エネルギー効

率局（Department of Energy Efficiency）の専門家がこのプロジェクトの技術設計を支援した。

EC-ASEAN 熱電併給プログラムの専門家も、資金援助のみならず、本格的な規模の熱電供

給プロジェクトとして技術上の専門知識を提供した（Siam CIE International Co., Ltd. 2008）。

　ラヨーンの事例では、埋立場所の不足が重要な地域問題であった。一方で、現市長及び

前市長の支援がこのプロジェクトの開始に重要な役割を果たした。また、市職員は地元の

ステークホルダーをうまく関与させ、地域ベースの廃棄物分別と発電を推進した。国内外

の組織からの財政支援や技術支援も重要な役割を果たした。

事例 5：処理済み廃水から得られるバイオガスの利用（インドネシア / デンパサール市）

　事例 5 は地域の環境問題に対処するための取り組みの例であり（PUSTRAL 2008; ICLEI 
SEA 2004）、国内外の NGO がまとめ役となった。

　デンパサール市の処理済み廃水から得られるバイオガスを利用するこのプロジェクト

は、中小の大豆加工企業が出す廃水に関する付近住民の苦情に対応する形で行われた。

2003 年にプロジェクトが始まり、廃水を出していた企業はドイツや地元 NGO の技術支援

を受けた。住民の参加も仰いで小規模のバイオガス処理施設が設置され、家庭廃水だけで

なく事業廃水の処理も始めた。2004 年にはデンパサール市環境部との合意に基づいて家庭

廃水を処理するため、地域衛生団体設立に向けた支援が行われた。バイオガス処理施設 1
基の廃水処理量は 1 日あたり 6 ～ 8 トンで、生じたガスは調理や照明に使用されている。

ICLEI の報告書によれば、2 つの処理施設で年間推定 149 トンの温室効果ガス（GHG）排出

が削減できる。さらに廃水浄化により灯油及び液化石油ガス（LPG）を使用した場合より年

間 2,300 万ルピア（約 2,300 ドル）の費用が節約でき、そのうえ生物化学的酸素要求量（BOD）

が 90% 削減できるという試算もある。2007 年までに建設されたバイオガス処理施設は 16
基に上る。これら施設の建設費用の 5% は汚染企業が負担し、ドイツの NGO が残りの費

用を補填した。しかし、プロジェクトをさらに拡大するための資金確保は困難であった

（PUSTRAL 2008; ICLEI SEA 2004）。

　インドネシアのこの事例は、多数のステークホルダーを協力させ、まとめあげ、利益に

あずからせることによって、地元の懸念と不満に直接対処したものである。NGO は地域団

体を組織するまとめ役となり、市は衛生プログラムを拡大して、地域活動支援のための公

式プログラムを開始した。この役割分担は、事例 12 で紹介するインドネシアのスラバヤ

市と同様の分担方法である。スラバヤ市の事例では、海外の NGO がかなりの資金援助と

技術支援を行っている。

3.2  交通

事例 6： NGO の主導で行われた歩行者専用道路化のための協調 
（インドネシア / ジョクジャカルタ市）

　事例 6 では NGO がステークホルダー間のまとめ役となって地域問題の解決に努めたが、

困難に直面した（ITDP 2008）。

　インドネシアのジョクジャカルタ市は、交通渋滞を嫌う買い物客や観光客を呼び戻す

ため、旧市街の中心で歩行者専用ゾーンの設置を開始した。重要性が最も高い商店街や

観光地の中から 1 箇所を選んで車両通行路をつけかえ、2005 年には交通量を 30% 削減す

ることに成功した。さらに横断歩道を数箇所設置した。交通開発政策研究所（Institute for 
Transportation and Development Policy: ITDP）は都市計画の専門家を派遣して地域当局と協議
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を行い、中心街で大規模な歩行者専用道路化が問題なく実施されているデンマーク・コペ

ンハーゲン市の事例を導入した。

　さらなる歩行者専用化を進めようとしたところ、道路沿いのパブリック・スペースを利

用して収益をあげている少なくとも 13 団体の反対にあった。6 地域をそれぞれ管理してい

る 6 つの商業団体、7 つのベチャ（輪タク）組合、商店の手伝いをしてわずかな収入を得て

いるストリート・チルドレンの組織団体、合法の商工会議所等である。残りの団体は実質

的には的屋と暴力団で、主に駐車場所を押さえて対価を得ており、官僚と強いつながりを

もっていた（ITDP 2008）。地元 NGO の Instran が道路沿いのステークホルダーとの対話の機

会を作り、反対者らの懸念を反映した計画の策定を試みた。

　この事例は必ずしも成功事例とはいえないが、いくつかの教訓を与えてくれた。地域と

海外の NGO が調整の労をとることの困難と重要性もさることながら、歩行者の利便性改

善プロジェクトに関係する様々なステークホルダーの積極的参加を促すことがいかに困難

で、かつ重要であるかが示された。歩行者専用道路化は人に優しくすることを目指してい

るが、この場合の「人」という概念はすべてのステークホルダーを含む幅広いものでなけれ

ばならない（Nitisudarmo, 2009）。地方政府はこのことを考慮に入れ、地域主導の取り組み

推進の際には適正な協調体制と推進体制をとるべきである。

事例 7：中心街での原付三輪車の利用制限（フィリピン / ブトゥアン市）

　事例 7 は地方政府が地域問題と関係をもつ外部組織の支援で音頭をとった取り組みの例

である（Aquitania 2008）。

　ブトゥアン市はフィリピンのカラガ地方の北西部にあり、人口は約 27 万人である。自動

車の排気ガスに起因する大規模な環境問題に対処するため、1997 年には自動車による大気

汚染の予防、防止、軽減のためのガイドラインを規定する条例を制定した。さらに市内の

原付三輪車の実働数を 3,000 から 2,000 に減らすことを狙ったもう一つの条例も制定した。

　ブトゥアン市は CCP（気候変動防止都市） キャンペーンに基づく ICLEI の支援を受け、

地域の環境問題を世界的な気候変動の問題と結びつけて考えようという市の取り組みの一

環として、独自の GHG 排出者一覧を作成した。これにより同市最大の GHG 排出源は交通

分野であり、次が住民、さらに工業分野と続くことが明らかになった。このため同市は削

減のための努力を交通部門に集中的に振り向けた。それが大気汚染問題への対処という相

乗便益をもたらした。

　ブトゥアン市の事例では、地元の大気汚染への懸念に対処しなければならないことが地

方政府に気候変動要因の緩和政策を導入させるための重要な動機づけとなった。それがな

ければ気候変動要因の緩和は優先事項にはならなかったであろう。ICLEI は地方政府に気

候対策で地元の懸念に効果的に対処できると確信させる上で重要な役割を担った。さらに

気候問題のとりまとめ役と気候対策チームを任命することで、プロジェクトの支援を行っ

た。市は 2 つの条例の制定と施行の際の調整役を担った。 

3.3  食料の地産地消

事例 8：有機米の現地生産と地域再活性化（日本 / 池田町）

　事例 8 では地方政府の代表者の支援のもとで地方政府がとりまとめ役となり、持続可能

性の問題に対処しつつ地域再活性化の懸念に対処した事例を紹介する（環境首都コンテス

ト全国ネットワークとハイライフ研究所  2009）。 
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　福井県池田町は本州中央にあり、人口は約 3,500 人、町の面積の 90% 以上が山林と水田

である。町の人口は2005年までの10年で18.7%減少し（環境首都コンテスト全国ネットワー

クとハイライフ研究所 2009）、農家数の減少を憂慮した町長は、東京や大阪といった大き

な市場ではなく、池田町に近い福井市に狙いを定め、福井市のショッピングセンターに、

池田町の農家が生産した有機米や農産物を販売し、池田町の住民が店の管理を行う「こっ

ぽい屋」（方言で「ありがたい」の意味）を開店するという構想を立てた。福井市は福井県の

県庁所在地で人口は 27 万人にのぼる。池田町には有機食品、特に農家が自家消費する農

産物に対する独自の認証制度があり、現在約 160 戸の農家が参加している。2007 年のこの

店の年間売上は、池田町の農産物の総売上の 20% を越えた。

　池田町では他にも持続可能な農業生産の手法が導入されている。町では家畜の糞と籾殻

を混ぜることで市街地住民の有機性廃棄物から肥料を生産する施設を建設した。家庭の有

機性廃棄物の収集は地元の非営利組織のボランティアが行っている。その活動員の約 3 分

の 1 が町の職員である。この施設で生産した肥料が池田町の農業を支えている。

　成功要因の 1 つは、町長が町職員と地域住民の間に信頼関係を築き、それをより深める

ように努力したことであった。町長の考えでは、農業は「生活の一部、人と人をつなぐもの、

生きるための技、地域の暮らしの要」である。町長は就任前には農業コンサルタントとし

て働きながら友人と一緒に耕作を始め、さらに人々を招いて農家の暮らしを体験してもら

う環境グリーン・ツーリズムのパック旅行も行っていた。契約ベースの農業企業や、都市

住民が宿泊して農業を体験することができる施設を町内に作るプロジェクト等も、町長の

アイデアと経験に基づくものである。プロジェクトの中で最も成功したのが、上記の地元

の認証を受けた野菜を販売する店である。 

　この事例では町の再活性化と住民の生活の質の改善が主な目的で、化学物質の使用を減

らし、有機性廃棄物の利用を増やしたことで、同時に持続可能性の問題への対処までが可

能になった。町と外部ステークホルダーの調整役を積極的に担った町長の真摯な取り組み

と支援が成功の裏にあることは明らかであり、町職員の取り組みに対する姿勢も町民の参

加を促した。 

事例 9：地方政府が営む都市内の市民農園（フィリピン / カガヤン・デ・オロ市） 

　事例 9 は地方政府がとりまとめ役となり、外部組織の支援を受けて地域の問題に対処し

た取り組みの例である（ICLEI 2008; Holmer and Drescher 2005）。

　フィリピン南部のカガヤン・デ・オロ市は欧州援助・協力事務局のアジア都市プログラ

ム（AsiaUrbs Programme）から資金援助を受け、都市貧困層の福祉と食料安全保障の強化を

目的として、市民農園 4 カ所を設けるプロジェクトを実施した。

　市民農園は 200 ～ 400 平米の小さい区画で、個人、家庭または団体に割り当てられ、 食
料確保、都市住民の生活改善、持続可能性の推進を目的とする。市民農園は、野菜、果実、

切り花を栽培するという限定条件を受け入れた団体だけが合法的に利用できるようにし

た。

　市は市民農園を推進するための条例を制定し、土地を提供した地主に税制面の優遇措置

を与え、住宅街の中に市民農園用の土地を確保するという方法で、このプロジェクトを全

面的に支援した。

　市では以前行われた廃棄物分別プロジェクトの経験に基づいて、4 つのバランガイ（フィ

リピンの最小地方自治単位） をパイロット地域に選んだ。市民農園を試験的に使用した人
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は、（i）既に都市農業を行っているが土地の広さが十分でない人、（ii）副業収入が必要だが土

地が利用できない人、の 2 種類に大別できる。

　調査から、収穫物の 4 分の 1 が耕作者自身によって消費され、7% が親族や友人に与え

られ、約 70% が近所の人に販売されていることが分かった。

　実施は必ずしも容易ではなかった。利用者はどの技術を使えばよいか、プロジェクトの

資金管理をどうするか、自身の役割と責任をどう考えるかなど、様々な難問を解決する必

要があった（ICLEI 2008; Holmer and Drescher 2005）。

　このフィリピンの事例における取り組みは、都市農業に関心はあっても土地の利用がで

きない市民にとって妥当なものであった。同市は地方条例の制定によってこの新事例の普

及を推進し、この条例制定が取り組みの成功に対して一定以上の効果をあげた。

3.4  廃棄物処理

事例 10：NGO の主導による地域内廃棄物処理と堆肥化（バングラデシュ / ダッカ市）

　事例 10 は NGO が調整役を担った地元の問題に対処するための取り組みで、外部組織に

よる支援が行われた（C40 Cities, no date; Enayetullah 2008）。地方政府はこの取り組みを通し

て、調整の役回りの実際を NGO から学んだ。また、地元のステークホルダーと市民の参

加もあった。 

　1990 年代初頭のバングラデシュの首都ダッカ市には埋立地や焼却炉がなく、1 日あたり

1,200 トンにのぼる廃棄物の半分は未処理のままであった。こうした悪条件が原因で廃水問

題が起こり、病気が蔓延した。この問題に対処するため、地域住民 2 人が 1995 年に Waste 
Concern という NGO を創設し、地元クラブから寄贈された土地でコミュニティに基盤を置

く堆肥化工場を試験的に始動させた。プロジェクトチームは市内の数箇所で堆肥化を行う

ために数社の小規模事業体を結成した。これらの事業体は、廃棄物の戸別収集、廃棄物分別、

有機性廃棄物の堆肥化、堆肥とリサイクル可能材料の販売の責任をもつことになった。環

境森林省はプロジェクトの成功を受けて、国連開発計画（UNDP）の支援を仰ぎ、さらに 5 ヵ

所で同様のプロジェクトを実施した。Waste Concern は堆肥化施設で使用する土地、水、電

気に関して、政府当局の支援を要請した。 

　最大の問題の 1 つに土地の問題があった。ダッカでは地価が急上昇中で、しかも市が市

有地の提供を拒否したためである。市が堆肥化施設向けの土地提供に同意したのは、この

プロジェクトの有効性が認められ、市と良好な関係ができた後のことであった。

　この地域廃棄物処理プロジェクトは堆肥機械の操作やスラム街での廃棄物の戸別収集のた

めに約 400 種の雇用を創出し、それがコミュニティのステークホルダーを積極的に関わらせ

るための動機づけとなった。また CO2 換算で推定 18,000 トンの排出量削減にも貢献し、生

産された有機肥料は農家に販売されている。ダッカ市は炭素クレジットと肥料を販売するこ

とで、市内で収集した廃棄物から収益をあげている（C40 Cities, no date; Enayetullah 2008）。

　NGO は地方政府とコミュニティの協調を引き出す上で重要な役割を果たした。市は当初

こそあまり熱心ではなかったが、最終的には土地を提供して取り組みを支援した。この取

り組みは廃棄物処理が行われていなかった地域に処理サービスを提供し、雇用を創出した

ことで、地元の懸念に対して極めて適切な対処をしたと言えるであろう。同 NGO は戸別

廃棄物収集システムとコミュニティに基盤を置く堆肥化工場も設立した。また同じ事業を

他所でも展開するために、政府や海外組織からの外部支援を得た。
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事例 11：地域内廃棄物の堆肥化と再生可能資源の分離（フィリピン / ナガ市）

　事例 11 は地方政府の代表者による支援を受けて地方政府が旗を振った、地域固有の問題

に対処するための取り組みの例である（Aquitania 2008）。成功の鍵となった規制は地方政府

が策定したものである。

　ナガ市はフィリピン・ビコル地方の中心都市で、人口 137,810 人。国内では都市ガバナ

ンス改善の実験を行ったことでも知られている。同市は 1 日に 62 トンのごみを排出してお

り、有機物と非有機物の割合は半々である。市ではこの地域内廃棄物処理の問題を地球規

模の気候変動の緩和に向けた取り組みと一体化するという目標を掲げ、1998 年に ICLEI の
東南アジア CCP キャンペーンに参加した。同市はこのキャンペーンの 5 つの目標を実行す

ると公約し、具体的行動として廃棄物リサイクルプロジェクトを実施した。

　このプロジェクトの目的は、生分解性廃棄物の堆肥化と再生可能資源の分別により、廃

棄物の 3R（発生抑制、再使用、再生利用・資源化）達成に向けた資源再生施設（MRF）を設

置することであり、ナガ市の 27 地区（バランガイ）のうち 9 ヵ所で MRF の導入実験が行わ

れた。このうち現在も稼働しているのはわずか 2 ヵ所で、残り 7 ヵ所は地区長の交代や地

区アジェンダの変更があったために稼働を停止した。2 ヵ所の成功事例では、地区長の支

援があったこと、バランガイ役所の管理が徹底していたこと、地元 NGO による監視面で

の支援があったことが、重要な役割を果たした。

　もう一つの鍵となった条件は、国が定めた地方政府の行動規範が、自前の固形廃棄物処

理システムや全般的な公衆衛生に関連した機関を設ける権限を地方政府に与えていたこと

である。同市は 1995 年に条例を制定し、ナガ市環境保全型固形廃棄物処理プログラムを開

始しているが、これはフィリピンの環境保全型固形廃棄物処理法が通過する前のことであ

る。1996年にはナガ市の環境保護センターが、生分解性廃棄物から有機肥料の生産を行った。

　この事例は生活改善と同時に健康上の有害物の削減にも成功した。地域内廃棄物処理は

市が業者を指定し、予算に組み込んだため、廃棄物収集業者の収入も増加させた。

　もう一つの鍵となった要因は、特定分野の担当にふさわしい人材がいたことである。ナ

ガ市では市の環境委員会の委員長がこのプロジェクトに深く関わり、指導や政策上の提言

の面で多大な貢献を行った。CCP プログラムが実施の面で成功したのはこうした要因によ

るものである（Aquitania 2008）。

　この事例は地元の懸念にしっかりと対処し、地方政治家の支援を受け、関係者をとりま

とめる努力をすることがいかに重要かを示す格好の例である。地方政府は立案と制度化の

段階で有効な役割を果たした。この取り組みの維持が困難になったことから、社会的利益

に関心を集め続けるためには活動単位ごとにまとめ役と推進役が存在することが重要であ

ることがわかる。

事例 12：堆肥化による廃棄物削減（インドネシア / スラバヤ市）

　事例 12 は地方政府が推進役、地元 NGO が調整役となって、外部組織の支援を利用しな

がら地域の懸念に対処した例である（Maeda 2009）。

　人口 300 万人を擁するインドネシアのスラバヤ市は、1 日あたりの廃棄物量を 2005 年以

前の 1,500 トンから 2008 年には 1,150 トンへと大きく削減することに成功した。同市は堆

肥化施設を再編し、住民に多数の堆肥籠を配布することで、堆肥化事業を強力に推進した。

さらに地元 NGO や私企業、メディアも巻き込んで地域内浄化運動を展開した。
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　堆肥化は主に 3 段階を経て導入され、広められた。まず日本の北九州市に拠点を置く北九

州国際技術協力協会（KITA）と地元 NGO の Pusdakota の間で 2004 年から行われていた都市間

技術協力協定に基づき、ある地域で固形廃棄物処理モデルを確立した。その後、地元の条件

にふさわしい効率的な堆肥化法を開発し、家庭用に調整した方法も広く利用された。さらに

事業を拡大するため、新しい堆肥化施設を設置し、住民に多数の堆肥籠を無料配布した。市

では草の根ネットワークを利用するため、この配布を女性団体や他の NGO に依頼した。こ

れらの NGO は環境面の地域リーダーが参加するネットワークを組織し、堆肥化の方法を市

民に教え、環境と健康の関係を説いた。 現在では同市内に約 28,000 人の地域リーダーがいる。

　スラバヤ市は NGO、私企業、メディアと共同で、2005 年から地域内浄化運動「グリーン・

アンド・クリーン・キャンペーン」も展開している。2008 年までに、同市の約 20% の地区

が参加した。市のイベントだけでなく、地方紙やテレビ番組で幅広く報道されたことも、

注目を集める上で力になった。

　堆肥籠の配布と堆肥化施設の稼働という方法が資金的に見て無理のないものであったこ

と、そして住民が家庭での堆肥化で収入を得ることができたことから、堆肥化事業はステー

クホルダーの積極的な参加と協力を得て、一地域から同市の他地域に広まっていった。様々

なステークホルダーの調整という重要な役割を担ったのは、市当局と他の団体、特に女性

の団体である。インドネシア内外の多くの都市でもさまざまな取り組みやプログラムを通

じて同様の事業が採用され、廃棄物削減に成功している（Maeda 2009）。

　この成功事例では地方政府と地元 NGO の両方が様々なステークホルダーをとりまとめ、

参加を促す上で重要な役割を果たした。ただし最初のアイデアは地元 NGO と国際技術協力

団体の協力によって生まれたものである。市では資金的、制度的、物理的支援を行い、草の

根ネットワークで住民を動員できる地元 NGO の活動を促すため、それらの NGO に権限を与

えた。市と NGO の協調と責任分担が、とりまとめの成功要因である。この新事業は環境改

善というコミュニティのニーズを効果的に満たし、市民が追加収入を得る上でも役に立った。

事例 13：公設市場から出る有機性廃棄物を利用した肥料及び洗剤の生産（タイ / ツンソン市）

　事例 13 は地方政府がまとめ役となり、代表者が支援を行って地域の問題に対処した取

り組みの例である（Siam CIE International Co., Ltd. 2008）。

　ツンソン市はタイ南部のナコンシータマラート県にある。同市の廃水処理施設では 2001
年以後、家庭下水と厩肥と有機肥料から有機肥料（12,000kg）を、また市場廃棄物から液体

洗剤（36,000 リットル）を生産している。ツンソン市は有機肥料生産で 1 年あたり推定 1,200
ドルの収入を得ている。

　同市は ICLEI CCP 参加活動の一環として、液体洗剤を生産する固形廃棄物処理プログラ

ムの範囲を市全体に拡大した。同市の衛生管理局は地域のリーダーを集めた組織を作り、

有機廃棄物を主原料とする商品の製造・販売を行っている。また廃棄物リサイクル銀行も

運営している。

　この事例で際立つのは、市職員のまとめ役としての能力である。ツンソン公立図書館の館長

が CCP をはじめとする地域での環境への取り組みのとりまとめ役となった。この図書館はす

べての情報、教育、広報キャンペーン、さらに学校や生徒とのネットワーク構築も担った。一

方、プログラムの実施の責任を負ったのは衛生管理局である。衛生管理局長は地域リーダーの

非公式の会を組織し維持する役割を担った。こうした地域リーダーの大半は女性で、有機性廃

棄物から液体洗剤を製造・販売している。市長はこのプログラムをはじめとする環境保護プロ

ジェクト全般に支援を行った。そのためこのプログラムの担当職員の人数も十分であった。
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　また、ツンソン市は気候行動計画の立案に際してタイ環境研究所（TEI）の支援を受けた。

ただし、地域の環境への取り組みを実施するにあたって資金的問題があったわけではない

（Siam CIE International Co., Ltd. 2008）。

　この事例では市長の強力な支援、市職員による効果的なとりまとめ、参加したコミュニティ

の反応のよさが目についた。固形廃棄物処理で収入が得られることはコミュニティの関心を

引き、地方政府が学校や地域リーダーのネットワーク、女性団体の力を結集し、協調体制を

作る上で大きな力となった。地方政府がプロジェクトの推進役を果たせたのはそのためであ

る。最後に外部の専門家による支援は、気候に対する行動計画の策定に対しては大きな力を

発揮したが、現実の固形廃棄物処理及び廃棄物回収に対してはそれほど力にならなかった。

事例 14：資源管理に向けたゼロ・ウェイスト政策（日本 / 上勝町）

　事例 14 では、町がごみの埋め立て処分や焼却を将来的にゼロにするという目標を掲げ

ている（笠松・佐藤 2008）。町が推進役、町長が支援役、地元 NGO が調整役となり、地域

問題に効果的に対処した例である。

　四国にある上勝町は、山間にある人口約 2,000 人の小さな町である。住民の半数以上が

65 歳を越えているが、21 世紀末までに持続可能なコミュニティを実現するという壮大な目

標を持っている。同町では焼却炉や安全なごみ投棄場の確保が財政的に困難となったため、

廃棄物に対する考え方を変えた。町では現在、家庭ごみを廃棄する際に各自が約 34 種類（日

本一多い）に分別している。有機性廃棄物は 100% 他のものに作り変えられ、その他の廃棄

物の 70% が再利用またはリサイクルされている。上勝町は 2003 年に埋め立てまたは焼却

する廃棄物の量を 2020 年までにゼロにするという「ごみゼロ（ゼロ・ウェイスト）」方針を

宣言しており、このような宣言を行った日本初の自治体である。

　上勝町にはごみ収集車がない。小型焼却炉は 3 年稼働した後閉鎖された。ごみ集積場や

最終処分場はなく、廃棄物処理担当職員もいない。廃棄物処理に関する唯一の施設は、住

民が廃棄物を持ち寄って分別する「ごみステーション」である。

　焼却炉や最終処分場建設の財源が不足していたため、1993 年まで、上勝町は他の多くの

町と同じように、廃棄物を未処理のまま空き地で焼却していた。国の法律では地方政府に

焼却炉の使用を求めているが、上勝町は焼却炉や処分場に投資しようという意思を持たな

かったため、リサイクルの実現可能性に関する予備調査を行った。

　予備調査後、町はほぼ 90% の家庭の堆肥化設備購入に助成金を支給し、有機性廃棄物

堆肥化プログラムを開始した。また商用堆肥化設備を導入する高齢者介護施設、給食セン

ター、飲食店、ホテルにも助成を行った。現在は 98% の家庭で堆肥化が行われており、残

りの家庭は有機性廃棄物を畑や庭で直接利用している。

　廃棄物の分別カテゴリーの数は 1997 年には 19 であったが、町と住民が徹底的に協議し

た後の 1998 年には 25 に、さらに 2 基の小型焼却炉のうち 1 基が国の環境基準に適合しな

くなったため 2 基とも閉鎖された後の 2001 年には 35 と、着実に増加した。このため焼却

廃棄物量は年間 140 トンから 48 トンに減少した。ごみ分別のカテゴリー数は、法律で義

務づけられている数よりはるかに多い。

　町は 1998 年にごみ収集センターを開設した。住民は町にごみを収集させるのではなく、

ここに廃棄物を持ち寄って分別を行う。センターに廃棄物を運ぶのに手助けが必要な住民

に対しては、ボランティアが補助活動を行う。



第 5 章  アジアで持続可能な消費に向けた地域主導の取り組みを成功に導く要因：地方政府が果たすべき将来的な役割とは

105

　現在、上勝町民 1 人あたりの 1 日のごみの量は 436g で、これは国の平均のおよそ 40%
に過ぎない（笠松・佐藤 2008）。住民 1 人あたりの町の廃棄物処理費用は、国の平均額のお

よそ 60% である。

　「ゼロ・ウェイスト・アカデミー」という地元 NGO がごみ収集センターを運営し、ごみ

ゼロ（ゼロ・ウェイスト）活動への住民の参加を促すだけでなく、ボランティアの仕事の調

整も行っている（笠松・佐藤 2008）。

　この事例の取り組みは、野外投棄対策、焼却炉や埋め立て施設の財源不足対策として始

まった。廃棄物処理問題は町の最大の関心事であった。町長の強力なリーダーシップ、町

職員が果たした調整役としての役割、さらに NGO による町民を説得する能力と動員力が

成功要因として際立っている。日本のこの事例は、地方政府と地元 NGO がうまく協調体

制をつくり、地方政府が音頭をとって事を進めた実例である。この事例は先進国の事例、

インドネシア・スラバヤ市での廃棄物堆肥化の事例は途上国での事例という違いはあるが、

これら 2 つの事例にはいくつかの類似点がある。

4.  結論：地方政府の影響力

　本セクションでは本章の結論を述べ、持続可能性の問題に取り組む地方政府の影響力を

論じる。 表 5.1 は、14 事例のそれぞれで成功の鍵となった要因である。

表 5.1  地域主導の取り組みの成功要因

事例

成功の鍵となった要因

とりまとめ役 地域問題への 
対処

地方政府 
代表者の支援

外部支援
地方政府 NGO

事例 1: エネルギー
（中国）

x x x x

事例 2: エネルギー
（フィリピン）

x x x x

事例 3: エネルギー
（タイ）

（x） x x

事例 4: エネルギー
（タイ）

x x x x

事例 5: エネルギー
（インドネシア）

x x x

事例 6: 交通
（インドネシア）

（x） x x

事例 7: 交通
（フィリピン）

x x x

事例 8: 食糧
（日本）

x x x

事例 9: 食糧
（フィリピン）

x x x

事例 10: 廃棄物
（バングラデシュ）

x x x

事例 11: 廃棄物
（フィリピン）

x x x

事例 12: 廃棄物
（インドネシア）

x x x x

事例 13: 廃棄物
（タイ）

x x x

事例 14: 廃棄物
（日本）

x x x x

注 : 事例 3 と 6 のとりまとめ役の（x）は、調整が不十分であったことが取り組みの進捗を妨げたことを示す。

出典 : 著者
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　新しい地域主導の取り組みの立案・施行にあたっては、地域ステークホルダー同士の協

力と連携が重要であることが、全事例で明らかになった。これは途上国だけでなく先進国

にも当てはまる。例えばタイにおける廃棄物処理と廃棄物のエネルギー転換の事例にも、

上勝町の廃棄物処理とリサイクルの事例にも当てはまる。また地方政府の役割が重要であ

ることが、インドネシア、タイ、日本での廃棄物処理、日本とフィリピンでの地域食料生産、

フィリピンでの交通、中国とタイでの再生可能なエネルギーの利用、フィリピンでのエネ

ルギー効率の事例で明らかになった。さらに NGO による調整と推進の役割が重要である

ことが、バングラデシュとインドネシアでの廃棄物処理、日本での食料生産、インドネシ

アでの交通の事例で明らかになった。

　フィリピンでの廃棄物処理、インドネシアでの歩行者専用道路化、タイでの公共交通機

関向けのバイオ燃料利用の事例では、ステークホルダー間の調整やコミュニケーションが

不十分であると新しい取り組みの遅れや失敗につながる可能性のあることが明らかになっ

た。さらにバングラデシュでの廃棄物処理の事例では地方政府が資源リサイクル施設の建

設用地をなかなか提供しなかったことから、地方政府が地域主導の取り組みの支援役では

なく障害ともなり得る可能性が示された。

　事例研究で判明した重要な点は、地方政府は NGO 等他の適切なステークホルダーが実

際に行動に移せるように段取りを立てる役割を担うことが望ましいということである。特

に途上国ではそれが言える。もう一つ重要な点は、地方政府職員の意識改革の重要性であ

る。地方政府自らが新しい取り組みを始めたり促したりできない場合でも、それによって

少なくとも地域のステークホルダーが音頭を取って適切な取り組みを行うのを妨害しない

ようにしなければならない。

　新しい取り組みが地域問題に対処することの重要性は、全ての事例で明らかになった。

ここからわかるのは、地方政府や NGO が持続可能な消費の問題を解決するための取り組

みを始める際には、その取り組みが持続可能性の問題だけでなく地域の経済問題や環境問

題も解決できるように、あるいはその取り組みが参加したステークホルダーに具体的な経

済的利益をもたらすように、地域問題の核心を突かなければ意味がないということである。

それは単に持続可能性の実現のためにプロジェクトを実施するということとは全く逆のこ

とである。例えばバングラデシュでの廃棄物分別と堆肥化は、スラム地区で清掃サービス

を提供するだけでなく、新たな雇用と収入の機会を創出した。日本における食料の地産地

消の事例は、地域の物質循環を促してフード・マイレージを減らしただけでなく、小さな

町の再活性化にも役立った。もちろん地域の問題にしっかりと対処することは、言葉で言

うほど簡単なことではない。ステークホルダーと事前に十分相談しておくことが、これか

ら行うプロジェクトを地域の問題や懸念と効果的に結びつけるための力となるかもしれな

い。

　地方政府の代表者の支援は、途上国も先進国も含めた半数の事例でその重要性が明らか

になった。特にタイと日本での廃棄物処理、日本での食料の地産地消、タイでのバイオマ

ス利用等のいくつかの事例で、プロジェクトの先陣を切り、実施を後ろ盾にする代表者の

姿勢と行動の重要性が示された。地方政府の代表者の支援無しで成功した事例があること

から、持続可能な消費のための地域主導の取り組みの成功にはこうした代表者の支援が不

可欠であるという結論を出すことはできない。それでも地方政府の首長がプロジェクトを

支援した事例では、この支援のおかげでプロジェクトの実施、特に人的資源の動員が容易

になったということが、事例研究から明らかになった。タイのトゥンソン市、フィリピン

のプエルトプリンセサ市の事例がその好例である。

　最後に、これらの事例のおよそ 3 分の 2 から、途上国の置かれた状況の中では政府や国

際機関・国際組織が外部から地域主導の取り組みを支援することが重要ということが明ら
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かになった。国際機関・国際組織とは、途上国を拠点とする国際的な NGO、国際開発組

織、国際都市間ネットワークプログラムの事務局等である。こうした機関や組織は、計画、

GHG インベントリ作成、特定技術の提供等、実践面での支援、あるいは施設建設や設備購

入を行うための資金援助を行っている。発電等、経済的な見返りのあるプロジェクトに対

して資金援助を行う場合、プロジェクトを拡大するために追加的な資金調達の必要性が生

じる可能性がある。しかしインドネシアでの廃棄物処理の事例を紹介した際に論じた通り、

外部組織の協力に依存するプロジェクトは、拡大したり他の場所で同様の事業を行ったり

することが困難である。

　事例研究によって、地方政府代表者や外部組織による支援は持続可能性を目指す地域主

導の取り組みを立案・実施する上で力にはなるが、必ずしも必要不可欠な条件ではない、

ということが明らかになった。途上国の 12 事例のうち、中国とタイの 2 事例は国際支援に

頼っていない。このことは地方政府代表者や外部組織の支援がなくても取り組みは可能で

あるという自信を、持続可能性の問題と取り組む地域の当事者に与えてくれるはずである。

外部支援に過度に依存すると取り組みの持続が不可能になるおそれがあるため、プロジェ

クトの推進者と実行者はどうすればプロジェクトが長く続けられるかを検討すべきであろ

う。

　もう一つの発見は、地域主導の取り組みの立案と実施がどのような過程で行われたかと

いう観点から眺めると、経済発展の度合いや社会状況、あるいは中央政府と地方政府の関

係性に関わりなく、成功要因はどの事例も似通ったものであった、という点である。地域

ステークホルダー間のコミュニケーション、リーダーシップ、協調といった要因の重要性

が明らかになったこと自体は、それほど驚くことではないかもしれない。だがその一方

で、国の環境や状況が大きく異なるアジアの国々の間に、また様々な分野の間に、成功要

因の面でいくつかの幅広い共通点が見られたという点では、この発見は重要である。さら

に場合によっては、それでもアジアの途上国には「優良事例」がほとんどない、という捉え

方ができるかもしれないし、この研究の成果は極めて多数の事例を掲載した他の最新研究

（RISPO-I、北九州イニシアティブ、APFED 等）の成果と一致しているという捉え方もでき

るかもしれない。したがって本研究の成果を他の研究の成果と合わせて見ると、おそらく

慎重ながらも楽観的な見方をとることが妥当である。アジアの途上国は条件の面でも分野

の面でも多種多様であるが、その様な中でも持続可能性を目指した地域主導の取り組みの

立案・実施が行えるということが、今回の研究で証明できたからである。

　こうした有望な事例があるにもかかわらず、地方政府の代表者の多くは持続可能な消費

に向けた取り組みを始めておらず、支援も行っていない。その理由として一つ考えられる

のは、とりわけ途上国では地域の代表者が持続可能な消費こそ地域の中心的な問題である

という確信を持ち合わせていないということである。もっとも本研究では、地域の代表者

のモチベーションに影響を与える要因の検討をしていない、という点は強調しておかなけ

ればならない。それにもかかわらず、本章の事例は持続可能な消費に向けた取り組みを効

果的に立案することで地域の問題にも対処できるという自信を、地域の代表者に与えてく

れるに違いない。こうした事例では、地方政府のリーダーの支援を得ようとコミュニティ

に対してプロジェクトの利益を説明する際に、NGO やその他の団体がそのような役割を果

たせるかという点も明らかになった。プロジェクト発案者の意図がどれほどすばらしいも

のであっても、地域の代表者や他のステークホルダーが地域の利益を理解できない可能性

があること、またプロジェクト発案者がプロジェクトの影響力の見込みを見誤る可能性が

あることを理解しておく必要がある。プロジェクトの利益に対するステークホルダーの理

解に役立つだけでなく、プロジェクト発案者が原案の限界を理解し、地域の状況に合わせ

て修正する上で役立つためにも、複数のステークホルダー間の協議と対話が重要であるこ

とが、いくつかの事例で明らかになった。したがってこうした事例を検討すれば、地方政

府の代表者は持続可能な消費に向けたプロジェクトに対して肯定的な立場を取るよう促さ
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れるに違いない。また、プロジェクト発案者（場合によっては地方政府を含むことがある）

は地域の問題との結びつきを改善する方法を考えるきっかけを得られるに違いない。

　結論として、持続可能な消費の問題において地域レベルでの取り組みを行っている地方

政府にとって、本研究が意味するところは以下の通りである。

•   地方政府、特に途上国の地方政府は、NGO 等、自分以外の地域当事者が地域ステーク

ホルダーの草の根ネットワークや人材動員能力を最大限活用してプロジェクトを実行

できるように、今以上に推進役を担った方がよい。地方政府は情報や資金を提供し、

地域リーダーの能力開発を行うことで、こうしたコミュニティの組織をさらに支援す

べきである。 また地方政府は自身のファシリテーション能力の強化を、長期的な能力

改善目標の一つと考えるべきである。

•   地方政府は、新しい取り組みの設計・立案を行う段階から、地域の社会的、環境的、

経済的な関心と懸念を持続可能性に向けたプロジェクトやプログラムに組み込んでお

くべきである。特に、地域の状況と必ずしも直接の関係を持たない特定の持続可能性

に向けた取り組みを行っている国際組織の支援を受けて、国のプログラムまたはプロ

ジェクトの一環として新しい取り組みを開始する場合には、それが当てはまる。

•   首長や地方政府の代表者は、地方政府内外の人的資源のとりまとめと動員、地域ステー

クホルダーの説得を率先して行うべきである。実務レベルの職員、またはその他のス

テークホルダーを激励するだけでも力になることがある。

•   地方政府の担当職員は、地域の政治リーダーが地域の持続可能性のための取り組みの

立案と施行の支援を約束した場合、その好機を積極的に活用すべきである。

•   取り組みの財源を確保するためには、政府のプログラムや国際的当事者の援助を仰ぐ

ことができる。しかし地方政府がこうした財源と機会を利用するならば、地域の問題

に対処するために自身で立てた政策やプログラムの実施に充当した方がよい。また外

部支援者の指導だけに頼るべきではない。地方政府は取り組みを地方で所有し続ける

ため、様々な方法から取捨選択をすべきである。

•   新しい取り組みがそれ自体で継続的に成り立って行けるような計画を策定することが

重要である。外部支援を受ける場合は、特にそれが言える。

•   ステークホルダー同士がコミュニケーションを行うための適切な過程を設計・実施す

ることは、最優先の課題である。地方政府や NGO は、新しい取り組みに関わる様々

な地域当事者間の交流を促す必要がある。日頃からコミュニケーションと対話の機会

を作っておくことが、ステークホルダー間の認識の違いを見つけ出し、実現に向けた

機運を作りあげ、それを維持する力になる。コミュニケーションは地域の懸念や関心

を特定し、持続可能性の問題に対する全般的な理解を養い、両者の結びつきに対する

理解を深める上でも重要である。地元で活発に活動している既存の社会ネットワーク

を利用するというのが、地域の参加を促すために従来から行われてきた方法である。

注 
1.  本章の一部は環境省の環境研究・技術開発推進費（S-1）及び地球環境研究総合推進費（H-096）の助成を

受けた。事例研究は Mr. V. E. Aquitania、Siam CIE International Co., Ltd.、PUSTRAL、及び Dr. F. Ling
の支援を受けた。
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2.  Garcia-Sanchez and Prado Lorenzo（2009, 1041）は、「地域行動計画の実施レベルの分析だけを扱った研究
論文の数は極めて少ない」と述べている。

3.  RISPO-I はアジア太平洋環境イノベーション戦略（APEIS）プロジェクト（http://enviroscope.iges.or.jp/
contents/APEIS/RISPO/ ）の一環。

4.  http://www.apfed.net/ki/database/gp.php
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