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概観と背景  
 タイのESC（環境的に持続可能な都市） モデル都市プログラム 

 基本的概念  
 

 
 

 ASEAN ESCモデル都市プログラムへの連携 
 タイの展望ESCモデル 

 国の将来のESCモデル都市 
タイの持続可能都市戦略 
タイの持続可能都市 
ASEAN ESC モデル都市に向けた実施手順 

サクセスストーリーと今後の道 
 

 
 

概要 



タイ環境保全推進局 

概観と背景 

アジェンダ21のコンセプトの根拠: 持続可能な開発または「私た
ちの共通の未来」のためのアクションプログラム  

2004年以来、環境保全推進局（DEQP）は、タイ持続可能な都市プロジェクトの
もとで地方組織当局（Local Organization Administration） と協力して実行・採
用している 
 

プロジェクトは強力な地方組織当局とともに、タイ持続可能都市モデル都市を
推進するイニシアティブをもつ 

     

ASEAN ESC モデル都市プログラム 

高度化 
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グローバルコンテクスト 

ワンプラネット・コミュニティ 

SD: 世界に向けたメッセージ 

地方組織当局のフィードバック 

• 地方のエコシステム / 各個人 

• コミュニティの福祉 
結果: 

•  ASEAN ESC モデル都市のコンセプトを推進 

• ASEAN ESC モデル都市を具体的に実施 

• 持続可能なグッドプラクティス 

アウトプット 

    ベストプラクティスの枠組み 
       縦と横の持続可能コンテクストの統合 

タイの展望ESCモデル  

未来のサクセスストーリー 
       地方政府の持続可能都市

開発のための 
ベストプラクティスと 

 地方自治体の持続可能な 
都市のロールモデルとして  

• 独立した奨励のため
のネットワーキング 

• 関連部門 / 政府サー
ビス、NGO、教育機関、
コミュニティ 

利害関係者の統合 

ASEAN 
ESC  

モデル 
都市  

国の持続可能コンテクスト 

自己充足 COP 18  
第6条  

グリーン成長 
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国の将来  ESC モデル都市   

- ASEANレベルでの環境的持続 
可能性に向けた管理能力向上 

- サクセスストーリーの拡張と伝達 

- ASEANレベルでのESCに関する 
ベストプラクティス指針の開始  

- 他のASEAN都市との各都市個別の
協力をサポート 

-  タイのモデル都市がASEAN ESC 
基準／指標を満たすようにする 

ASEAN ESC 都市モデル: 国の再概念化 

持続可能な開発のための 
都市と農村部の結びつき 

地方自治体によるベストプラクティスの
共有を奨励 

高水準の環境的持続可能性達成努力 

各自治体全域へより多くの持続可能性
基準を提供 
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8つの 
主要実施 

戦略 

ASEAN ESC モデル都市戦略に向けたタイ 

公衆の参加構築  

学習プロセス 
促進 

標準的な 
測定ツール開発  

ネットワーク創出  

知識管理 

周知普及 

プロジェクト改善のための 
教訓発見 

モデル都市への 
高度化 
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横の 
ネットワーク 
（地域ベース） 

縦の 
ネットワーク 
（中央機関） 

• 政治的コミットメント 
• コミュニティ：高齢者 
 人口、労働年齢及び 
 若年者 
• 関連機関：NGO、 
 教育機関、政府サービス、 
 民間部門 

公衆参加の 
創出 

• 国内関連機関：  
 NGO、教育機関、政府サービス、 
 民間部門 
• 政策決定者 

• モニタリング・評価ツールの開発 

• モデル都市の高度化 

タイ持続可能都市モデル都市ネットワーキング手順 
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横の 
ネットワーク 
（地域ベース） 

縦の 
ネットワーク 

（中央機関及び 
国際機関） 

公衆の 
参加創出 

• 国際協力機関  
 IGES 
• 国内関連機関  
 NGO、教育機関, 政府サービス、 
 民間部門 
• 政策決定者 

• モニタリングと評価  
• ASEAN ESC モデル都市への高度化 

•  周知と知識共有 • 政治的コミットメント 
• コミュニティ： 高齢者 
 人口、労働年齢及び 
 若年者   
• 関連機関： NGO、  
  教育機関、政府サービス、  
  民間部門 

ASEAN ESC モデル都市への高度化手順 



タイ持続可能都市: 
ASEAN ESC モデル都市に向けた実施手順 

I: 公衆 
参加創出 

公衆参加を通して 
持続可能都市開発
計画を策定 

コミュニティの環境
管理活動を実施 

教訓の発見 

知識の伝達と
ネットワーキン
グ 

ステップ 1 

ステップ 2 

ステップ 3 

ステップ 4 

• 人的資源開発 
• ネットワーキング/ パートナーとの協力と知識伝達 
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タイの持続可能都市:  
ASEAN ESC モデル都市に向けた実施手順（続き） 

• 都市の持続可能性指標: 
• 都市の福祉、人々の福祉、学習組織、優れた政府 

•  環境的基準: 
    自然資源と生物多様性、汚染管理：環境的ライフスタイル、人工環境 

•  認定と報奨スキーム 
•  主要な得られた教訓の周知  

II: モニタリング・ 
評価ツールの開発 

• ASEAN ESCロードマップアクションプランの策定 
• コーチングと訓練 
• 地方の学習センターの高度化 
• 国のESC指標の開発  
    自然資源と生物多様性、汚染管理、環境的ライフスタイル、人工環境及び
学習と優れたガバナンス 

• ネットワーキング管理と知識普及  
 

III: モデル都市の 
高度化 

• 国内及びASEAN各都市内の各都市間協力のサポート 
• ネットワーキング 
• 地域及び亜地域 ESC学習センターへの高度化 
• ASEANレベルでのタイESC指標の拡張と推進 

IV: ASEAN ESC  
モデル都市  



タイ持続可能都市賞 

賞 

シリントーン王女からタイ持続可能都市賞受賞者 
へのトロフィ 
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サクセスストーリー 

400以上の自治体がタイ持続可能都市 
プログラムに参加している 

 4 の地域のタイ持続可能都市と国内ネットワーク
の開始と支援 

6の自治体が タイ持続 
可能都市賞にノミネート 
されている 

5 の自治体がASEAN ESC モデル都市 
プログラムとしてノミネートされている 

165 の自治体が 
候補 

今後の道 

将来の複数当事者に
による持続可能都市 
開発のための強力な 
協調とネットワーク  

ASEAN ESC賞に向け

た他の自治体のための
努力 

1 のASEAN ESC モデル都市ネットワーク 

 リーダーシップとスキル  
• 持続可能な都市の指標特定と 
自己評価プロセス 

• 自然資源と環境管理 
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公衆参加活動の創出 

SD 都市アクション
プランの策定 

実施活動 

教訓発見 
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ネットワークキング、共有、知識伝達 

現地視察 経験の共有 
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タイ持続可能都市地域ネットワーク会合 

現地視察 

グループディスカッション 
事例紹介 

セミナーと経験共有 



タイ持続可能都市ネットワーク年次会議 

展示 セミナーと経験共有 

デモ 認定証授与 



持続可能環境管理の 

ベストプラクティスとモデル都市 



チェンライ自治体 
 グリーン都市 

ピチット自治体 
 環境学習センター 

パナットニコム自治体 
 持続可能な消費と
生産 

レニュナコーン自治体 
 伝統的エコ知識 

 ノンテン自治体 
代替エネルギー  
コミュニティ森林 

凡例 
ムアンチェンライ 
レニュナコーン 
ノンテン 
ムアンピチット 
パナットニコム 

タイにおけるASEAN ESCモデル都市 



持続可能環境管理学習センター   

エコ文化学習センター 都市エコ農業学習センター 

ラムサール条約登録湿地生態学習 
センター 

気候変動時の食料確保・災害適応学習 
センター 

チェンライ 自治体 



チェンライ自治体 : グリーンシティ 



持続可能環境管理学習センター   

ピチット 自治体 
 

• 樹木の街 
 

• 汚染のない街 
 

• エネルギー効率の街 
• 持続可能な消費の街 
 

• 学校での持続可能な 
  環境管理 

• 環境教育 
• 再生可能廃棄物からの  
  教材作成 



ピチット 自治体: 参加型廃棄物管理と 
再生可能エネルギー   



樹木登録と 
気候変動緩和のための 
保全 

環境に優しい 
家庭用製品 

持続可能な環境管理学習センター   
パナットニコム 自治体 

•  学校での持続可能な 
   環境管理 



パナットニコム 自治体: 
 持続可能な消費と生産 



地方の知恵と 
文化学習センター 

コミュニティにおける持続可能環境管理 

持続可能な環境管理学習センター 

レニュナコーン 自治体 

学校での持続可能環境管理と環境教育 



レニュナコーン 自治体:  
伝統的エコ知識 



生物多様性の
保全と コミュニ
ティの森林  

地方の知恵と
充足経済の 
適用   

持続可能環境管理学習センター   
ノンテン自治体 

コミュニティにおける持続可能環境管理  

エネルギー
効率と再生
可能エネル
ギー  



ノンテン 自治体 
代替エネルギ－  
コミュニティの森林 
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ご清聴ありがとうございました 
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