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持続可能な開発のための2030アジェンダ
では経済・社会・環境の3本柱の統合の
深化が求められている

. 

• 2015年9月25-27日ニューヨークで開催された国連持続可能な開発
サミットにおいて、193 の国々が17の持続可能な目標と169 のター
ゲットを採択。

• 人類と地球にとって重要な5つのPに関するアクションプラン

• People (人間） - あらゆる形態と次元の貧困と飢餓に終止符を
打つとともに、すべての人間が尊厳を持ち、平等に、かつ健全な
環境の下でその潜在能力を発揮できるようにする

• Planet (地球） – 持続可能な消費と生産、天然資源の持続可能
な管理、気候変動への緊急な対応などを通じ、地球を劣化から
守ることにより、現在と将来の世代のニーズを充足できるように
する

• Prosperity (豊かさ） – すべての人間が豊かで充実した生活を送
れるようにするとともに、自然と調和した経済、社会および技術の
進展を確保する

• Peace (平和) – 恐怖と暴力のない平和で公正かつ包摂的な社会
を育てる。平和なくして持続可能な開発は達成できず、持続可能
な開発なくして平和は実現しないため

• Partnership (パートナーシップ) – グローバルな連帯の精神に基
づき、最貧層と最弱者層のニーズを特に重視しながら、すべての
国、すべてのステークホルダー、すべての人々の参加により、持
続可能な開発に向けたグローバル・パートナーシップをさらに活
性化し、このアジェンダの実施に必要な手段を動員する



目標 11. 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する

11.1 2030 年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。
11.2 2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大など

を通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアク
セスを提供する。

11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管
理の能力を強化する。

11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。
11.5 2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者

数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。
11.6 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当た

りの環境上の悪影響を軽減する。
11.7 2030 年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの

普遍的アクセスを提供する。
11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつなが

りを支援する。
11.b 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画

を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総
合的な災 害リスク管理の策定と実施を行う。

11.c 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱（レジリエント）な
建造物の整備を支援する。

(Source: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN)
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世界人口の半数
35億人が都市に
住む
2030年まで60%
が都市部に
住む

世界のGDPの80%
を都市が創出

現在7億人がスラ
ムに住む

都市は地球の陸地
の3％しか占めてい
ないが、エネル
ギー消費の60〜
80％、炭素排出量
の75％を占める

今後40年間の都市
部の拡大の95％が、
途上国でおこる。
特にアジアとアフ
リカで86％以上を
占めるとみられて
いる。

今後40年間で、イ
ンドの都市人口は4
億9700万、中国は3
億4,100万人、ナイ
ジェリアは2億人、
米国は1億300万人、
インドネシアは
9,200万人増加する

OECD加盟国に中国
とインドを合わせ
た大気汚染によっ
て生じるコストは、
人命の喪失と疾病
の金額に換算する
と約3.5兆ドルと推
定 (OECD 2014年)

洪水、暴風雨、海
面上昇等の気候に
関連した災害に対
する沿岸都市の脆
弱性の増大

Sources: compiled from UN DESA, 2011 & United Nations, 2012, UN HABITAT, 2016, UN Organization website, 2017 
http://www.un.org/en/sustainablefuture/cities.shtml#overview

http://www.un.org/en/sustainablefuture/cities.shtml##
http://www.un.org/en/sustainablefuture/cities.shtml##


自然災害公害 所得
格差

エネルギー
供給と

気候変動

交通
インフラと
サービス

廃棄物
管理

水の供給
と

衛生

都市の環境フットプリントは、経済発展と貧困緩和率を維持するために必要な自然資源にとって脅威となる可能性が
あると警告。経済成長を維持しながら、すべての人にとって持続可能で住みよい都市をつくることは、都市の最大の
挑戦である。

無計画な
都市のス
プロール

スラム
住民

社会的
経済的
不平等

Copyright (c) United Nations 2012
Sources: compiled from UN Environment, & United Nations, 2012, UN HABITAT, 2016, 
http://web.unep.org/asiapacific/sustainable-cities



1990年のメガシティの数： 10 （うちアジアに5都市）
153 million people or slightly less than 7% of the global urban population at 
that time

2014年のメガシティの数： 28 （うちアジアに16都市）
home to 453 million people or about 12 percent of the world’s urban dwellers

2030 年のメガシティの数：41 

Source-World Urbanization Prospects, UN DESA 2014 (http://esa.un.org); at http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm.

1970 年のメガシティの数: 3 （うちアジアに2都市（東京と大阪））
Tokyo and Osaka in Japan

課題共有 ~ 都市化の動向と含意
1) 現在の水準の都市インフラは、安全な飲料水、エネルギ

ー、住宅、医療、雇用と交通など、さまざまな要求を満た
すことができるのか？

2) 現在の都市インフラおよびサービスの供給は、都市化
のレベルに対応できるか？

http://esa.un.org/
http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm


都市人口に占めるスラム居住者の割合（平均） 2000年と2014年



人口増加率に対する土地消費率（Land Consumption Rate）の割合
（1990－2000年と2000－2015年比較）



OECD加盟国＋中国とインドの大気汚染によって生じるコストを、人命の喪失と
疾病の金額に換算すると約3.5兆ドルに達するとOECDは推定（OECＤ、2014年）

The cost of the health impact of outdoor Air pollution cost China 1.4 Trillion US$ and India 0.5 Trillion US$ combine is 
more then all OECD countries (1.7 Trillion US$) in 2010  (OECD, 2014).

地域別にみると、東南アジアお
よび西太平洋地域の中低所得
国で、2012年の屋外の大気汚
染に関連した死者数は260万
人（WHO、2012）であり、これら
の国々のGDPの2〜4％にあた
る。

持続不可能な都市開発と都市のバイタルサイン（生命兆候）

このことは人間開発と国の生産性の損失にとって何を意味するのか？



目標１１：都市と人間の居住地を包摂的、
安全、レジリエントかつ持続可能にする

大気汚染の現状
Proportion of the urban population living in areas that meet the annual

WHO air quality guideline value, 2014 (percentage)

Particulate matter of a 
diameter less than 2.5 
micrometers (PM2.5)/ year

The Sustainable Development Goals Report 2017
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目標１１：都市と人間の居住地を包摂的、
安全、レジリエントかつ持続可能にする

収集未収集

65％35％

地方自治体による廃棄物収集の状況
By Region (%)

The Sustainable Development Goals Report 2017

In World (%)

0

20

40

60

80

100

Note: Information in charts is based on 
data from cities in 101 countries

40.5 41.3 48 71 74 85 95 96



リニア（直線的）な経済の結末・・・プラスチック廃棄物による水系の阻害

プラスチック
ジャカルタにおける水路の障害物

1千万人以上が住むといわれるジャカルタ
• 毎日排出されるゴミの20%が川や水

路に流出
• 7割の水系の障害となると同時に洪

水の問題が発生
• 1970年以降、市として、17の河川と

水路の浚渫作業を実施

(Source: The New York Times, October 2016)



リニア（直線的）な経済の結末– 沿岸地域及び海洋環境の悪化

Source: http://surfingindia.net/
Source of photos: UNEP, 
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/gallery/default.asp

© Still Pictures

© Papadopoulos/UNEP/Still Pictures
© UNEP & Hartmut Schwartzbach

© Brehen/UNEP/Still Pictures

• プラスチックやPCBなどの汚染物質による
環境の悪化

• 200種以上の動物に（鳥類、魚類、ウミガメ、
海獣等）対するプラスチックごみの脅威

• プラスチックを介した汚染物質の動物への
侵入と蓄積

• マイクロプラスチック (5 mm以下) による
問題： 食物連鎖を通じた PCBs, DDTs, 
HCHs 等の残留有機汚染物質や他の汚染
物質による海洋生物と人体への影響

(Source: Prof. Hideshige Takada and 6th Regional 3R Forum in AP, 
2015)



持続可能交通政策とレジリエンス強化（気候温暖化対策）(-----> SDG 11.b)

 世界における自然災害（洪水、地震、サイクロン、地
すべり等）の頻発化と激甚化

 極端な気象現象や災害が起こった際、人命と経済
の両者において、前例のないような被害をもたらす可能
性があるにもかかわらず、交通政策や計画、交通インフ
ラ整備開発において、気候変動に対するレジリエンスの
強化は主要課題となっていない。

 アジアおよびアフリカの都市交通インフラは気候変
動の影響を受け易く、都市排水システムを含む、道路、
鉄道、その他の交通インフラの設計、建設、および配置
において、脆弱性に対する対策が施さなれければなら
ない。



持続可能な交通とモビリティは、持続可能な開発のための2030アジェンダの実現に不
可欠であり、とくに7つ目標と直接的に関係がある（目標1・3・8・ 9・10・11・13）

目標11：都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

交通とSDGsのつながり

目標11.2. 2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ど

も、障がい者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関
の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、
安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システム
へのアクセスを提供する。

目標11.6. 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃

棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の
一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。

目標11.7. 2030 年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を

含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共ス
ペースへの普遍的アクセスを提供する。

目標11.a. 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、

社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良
好なつながりを支援する。

Mobilizing sustainable transport for development –analysis and policy recommendations from the United Nations 
Secretary-General’s high level advisory group on sustainable transport, Oct 2016

手頃さ 効率性 レジリエンス CO2や環境境への
影響を軽減

利用しやすさ安全性



万人のための持続可能なモビリティ–（SuM4All）主な特徴

普遍的なアクセス –すべての人（高齢

者、子供、女性、家族、障がい者）が必
要な交通機関にアクセスできるよう、現
在および将来の世代のために社会的、
経済的、環境的利益を利用し「誰一人
とり残さない」ようにする。 公平性と包
摂性は、グローバルなモビリティ目標
の中核である。SDG target 11.2に直接
関係あり。

安全性 –公衆衛生上のリスクを回避し、

不安定な移動に関連する社会的およ
び経済的損失を回避することによって、
輸送のあらゆるモードにおける安全性
を向上させる。道路の安全性はSDG
target 11.2に関係がある。

(Source: Global Mobility Report, 2017). 

万人のための持続可能なモビリティ（SuM4All）は、モビリ
ティを、公平で、効率的、安全かつグリーンな（クリーン
な）モビリティにするという目標を持つ、複数のステーク
ホルダーによるグローバルなパートナーシップである。

グリーン・モビリティ –この目標は、緩

和と適応を通じて気候変動に対処し、
大気汚染と騒音を軽減することを目指
している。

Source: New urban mobility concept, Greenpeace

効率性 –この目標は交通需要を最低限の

コストで効果的に満たすことを目指してい
る。 効率的な交通システムまたはネット

ワークを構築するため、効率化は資源（エ
ネルギー、技術、空間、制度、規制等）の
最適化といった分野横断的な取組が必要。

グローバルな目標



世界人口の半数、約35億人が都市に住んでいる。2016年、
推定で世界の人口の54.5 %が都市に住んでいる

世界的に見て2030年までに、都市部の占める割合は 60 %
になる (UNDESA, 2014).

自動車の販売台数は、2010年の7000万台から、1億2500
万台に増加するとみられており、そのうち半数は都市部に
おいてである。このままでいくと2030年までに、現在12億台
保有されている自動車が倍増するであろう。 (Dargay, et al, 
2007).

インド・ムンパイ
Source: https://www.oneindia.com/feature/world-population-day-top-10-worlds-
populated-cities-in-pics-1481206.html

急速な都市化が、モビリティと公共交通システムにプレッシャーをかけている

Source: WWF Living Planet Report 2012 / 
http://www.businessinsider.com/small-cities-population-growth-by-2050  and

持続可能な交通とモビリティにおける課題と挑戦

 アジアでは、現在17あるメガシティが、2030年までに22になるとみ

られている。このような急速な増加は、交通渋滞、大気汚染、交通
事故等の多くの問題を引き起す。

 今後数十年間、都市爆発の95 %は途上国で起こるであろう。

2050年までに、都市の住民が年間106時
間、渋滞に巻き込まれるようになる。現在
の3倍以上の数字である。
(Source: The Future of Urban Mobility Report)

https://www.oneindia.com/feature/world-population-day-top-10-worlds-most-populated-cities-in-pics-1481206.html
http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf


アジア都市におけるモビリティの状況

Walking still a chore in インドネシア・ジャカルタ

Source: https://propakistani.pk

Source: https://walkabilityasia.org

Traffic congestion in パキスタン・ラホール

Sttps://www.thebeijinger.com

Air pollution problem in 中国

2016年のインドの交通事故数 4,80,652 件
(source: Ministry of Road Transport, India)

Urban mobility situation バングラデシュ・ダッカ

Source: http://shemul.blogspot.jp

Air pollution in ネパール・カトマンズ

これまでのやり方は、未来のモビリティにとって十分ではない。
政策、計画、インフラ、テクノロジ―、資金調達のすべてにおいて大幅な改善
が必要である。

統合的交通システムによって、ある地点から次の地点まで簡単に移動できる
ように、最後の１マイルまでつなげることを目指す。

乗り物や交通は、安全性、効率性、都市の交通の流れを改善するのを助ける
インテリジェントネットワークの一部であるべきである。

Source: McKinsey analysis



Source: http://unicefcambodia.blogspot.jp

カンボディア first accessible tuk tuk 日本: a person riding in the subway in a 
wheelchair. 

Source: accessible.com/transport/airport/narita.htm

Accessible taxi available in 成田空港

韓国: Safe sidewalk with protection fences, 
creating a safe walking environment for children.  

 都市は、障がい者を含むすべての人のモビリティオプションに対して、平等な機会を提供しなければならない.
 都市は、公共交通機関、駐車場、商業、ビジネス、娯楽施設を、アクセス可能な経路でつなぐ必要がある。

Source: www.videoblocks.com

都市モビリティ – ベスト・プラクティス

香港: Inclusive cycling routes from Sha 
Tin to Tai Po 

渋谷の交差点, Tokyo, Japan 

Source-www.timeout.com

Source- Seoul’s Seocho District Office Source: www.accessible-japan.com



Source: Win-Win Solutions to Climate Change and Transport, UNCRD, 2009. 
Delivery service by Pedicab/bicycle taxi in London, Photo: ITDP

Bicycle rental facility in Seoul, Photo: Lloyd Wright

多くのコベネフィット（相乗便
益）があるにもかかわらず、非
動力交通（NMT）は、交通計画
やインフラの設計や開発にお
ける優先順位が非常に低い。
これらの計画や設計は、電動
輸送を促進する方向に向いて
おり、人の動きや貧しい人々
の移動のニーズをサポートす
る方向には向いていない。

都市政策や計画において、補助的な役割とみなされている非動力交通(NMT)

その結果 => 開発途上国

では、毎年、何千人もの
歩行者や自転車乗りが、
環境にやさしい交通手段
であるにもかかわらず、
交通事故に巻き込まれ
死亡している！



• アジアにおける都市人口の急増。2030年にはア
ジアの都市住民が2005年に比べて11億人以上増
加するとみられる。

• アジアの都市部では、2億4000万〜2億6000万人
の人々が1日に1ドル未満で暮らしている。

• 環境要因による資源の枯渇と、汚染の増加

• 医療、教育、訓練、社会ネットワークへのアク
セスの欠如。

• 手頃な価格の住宅やインフラの不足。

• 交通渋滞と汚染は、都市における経済活動の効
率を低下させ、労働者の生産性を低下させる。

• 3Rs（リデュース、リユース、リサイクル）に重点を置
いた固形廃棄物管理（SWM）の改善

• コミュニティベースでの廃棄物を収集し、集められた
廃棄物の収集運搬については外注が効果的であること
が証明されている。

• 資源消費や環境負荷を軽減し、エネルギー資源の利用
を改善するためのエコインダストリアルパークやビル

• 災害管理計画

• EST(環境的に持続可能な交通)/低炭素ソリューション

• 海洋プラスチック廃棄物の削減に関する世界的・地域
的協力

• 気候変動適応に関する重要な知識の政府や関係者への
提供

経済・環境・社会からみた課題 SDG 11の達成に向けた現在の動向

Northeast Asia, Southeast Asia and South Asia

Copyright (c) United Nations 2012
Sources: compiled from United Nations, 2012, UN HABITAT, 2016, UN Organization website, 2017.  Asian Development Bank, 2008. 
http://www.un.org/en/sustainablefuture/cities.shtml#overview and https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27976/mac-
report pdf

http://www.un.org/en/sustainablefuture/cities.shtml#overview
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27976/mac-report.pdf


• アフリカは深刻な環境問題、土地劣化、森林減
少、生物多様性の損失、気候変動に対する極端
な脆弱性に直面している。

• 不十分なインフラ、陸上・海上輸送の不足

• 政治的腐敗とグッドガバナンス

• 災害や紛争に対するレジリエンスの欠如

• 都市の意思決定者には、公道や幹線道路、さら
なる開発のための公的オープンスペースのため
の十分な土地の確保や計画が欠如している。

• 監視システムと評価システムの不備

• 経済的および財政的障壁

• 貧困と不平等

• 土地利用・都市計画の改善

• 効果的なモニタリングと評価システムの設計と実施
について専門家に対するトレーニング

• 住宅と基本サービスへのアクセスの増加

• 公共インフラと交通の改善

• 清潔な水と衛生設備へのアクセスの向上

• 実践的問題を解決するための都市のアクターのエン
パワーメント

• 国や地方の開発政策の枠組みを通じて、都市化の課
題に取り組む政府当局を支援するために援助は提供
されている。

経済・環境・社会からみた課題 SDG 11の達成に向けた現在の動向

North Africa, West Africa, East Africa, Southern Africa

Copyright (c) United Nations 2012
Sources: compiled from UN Environment, 2015  United Nations, 2012, UN HABITAT, 2016, UN Organization website, 2017 
http://https://unhabitat.org/sustainable-urban-development-in-africa/

http://https/unhabitat.org/sustainable-urban-development-in-africa/


• ラテンアメリカ地域で、毎年建設されている住
宅の75％はインフォーマルであり、基本的なイ
ンフラとサービスへのアクセスが欠如している。

• スラム地域における高い貧困率と社会的脆弱性

• 災害、洪水、地すべりの高いリスク

• 政治的腐敗と良いガバナンスの欠如

• 災害や紛争に対するレジリエンスの欠如

• 廃棄物管理の欠如

• 暴力と犯罪の高い発生率

• 政策や都市計画の観点から、都市のビジョンにおけ
るパラダイムシフトの導入

• ラテンアメリカ地域における都市の持続可能性を促
進するための官民パートナーシップ

• 計画と行政における開発

• 公共部門の開発能力の強化

• 新たな公共交通機関の整備と、NMT（非動力交通）や
公共交通機関の利用の奨励

Latin America and the Caribbean 

経済・環境・社会からみた課題 SDG 11の達成に向けた現在の動向

Copyright (c) United Nations 2012
Sources: compiled from UN DESA, 2011 & United Nations, 2012, UN HABITAT, 2016, UN Organization website, 2017 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/05/ciudades-del-futuro-en-america-latina

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/05/ciudades-del-futuro-en-america-latina


目標11：都市と人間の居住地を包摂的、
安全、レジリエントかつ持続可能にする

我々のアプローチ

Photos: UNCRD

アジア太平洋3R
推進フォーラム

アジアEST地域
フォーラム

SDG11に関する
首長フォーラム
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EST 4
2009
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EST 6
2011

EST 7
2013

EST 2
2006

愛知宣言
(ESTの主要テーマ
について合意)

バンコク 2020 宣言
（20 目標）

Mayors
2007

市長らによる

京都宣言

アジアにおける持続可能な交通に関する意識向上

EST 国家戦略の策定 （フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシア、ネパール）

開発銀行の持続可能な交通への資金シフトの開始

アジアにおけるグリーン貨物輸送の推進

リオ+20の成果文書である「私たちが望む未来」、国連気候変動サミット（2014年）、SDGs等の動きに沿った
アジアにおける住みやすい社会のための持続可能な交通、低炭素なソルーションに向けた、より重点的な取組み

ソウル宣言
（気候温暖化）

交通需要のAvoid (回避)

低炭素な交通手段へのShift (シフト)

交通効率のImprove (改善）

バリ宣言
3つのゼロに関するビジョン
（渋滞ゼロ、公害ゼロ、事故

ゼロ）

EST 8
2014

Environmentally

Sustainable

Transport
アジアEST（環境的に持続可能な交通） 事業

SDGs

アジアにおける次世代低炭素鉄道
ソルーションに関する

コロンボ宣言

 

EST 8
2014

EST 9
2015

EST 10
2017

農村部における持続可能
な交通に関する

ビエンチャン宣言

25 EST加盟国



1st

Regional 3R 
Forum in Asia

Japan/2009

東京3R宣言

3R for Green Economy
3Rs for Sustainable Cities and Human Settelment 

(Healthy & Safe)
3Rs for Costal & Marine Ecosystem

2nd

Regional 3R 
Forum in Asia

Malaysia/2010

3rd

Regional 3R 
Forum in Asia

Singapore/2011

シンガポール３Rフォーラム提言

4th

Regional 3R 
Forum 
in Asia

Viet Nam/2013

5th

Regional 3R Forum 
in Asia-Pacific
Indonesia/2014

グリーンエコノミーのための

3Rs 広義の３R- 資源循環の効率化のために
グリーンエコノミーに向けた資源の有効利用による最終処分量の
削減と廃棄物ゼロの実現

ハノイ 3R 宣言 (2013-2023)
都市/工業地帯、村落等における廃棄物処理や、

バイオマスの利用等の新しい課題を含む33 の目標

リオ＋20と３R
～持続可能な未来を創るために～

３R推進のための
パートナーシップと連携

太平洋諸国の３Rフォーラム参画

Endorsed Regional 3R Forum in Asia

Needs for Innovative Partnerships
2030 Agenda for Sustainable 

Development / SDGs

2nd East Asia Summit - Environment
Ministers Meeting (EAS EMM), Brunei, 2010

Endorsed Regional 3R Forum in Asia

スラバヤ 3R 宣言

6th

Regional 3R Forum 
in Asia-Pacific
Maldives/2015

7th

Regional 3R 
Forum 
in Asia-Pacific
Australia/2016

3R as  an Economic 
Industry

Adelaide 3R 
Declaration on 

Circular Economy



３Rと資源効率を通じた
クリーンな水、土地、空気の実現

アジア太平洋地域21世紀のビジョン
アジア太平洋3R推進
フォーラム第8回会合

2018年04月9日 - 04月12日
インド国・インドール

（マディヤ・プラデーシュ州）

３Rと資源効率を通じた
クリーンな水、土地、空気の実現
アジア太平洋地域21世紀のビジョン

UNCRD
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地方自治体の廃棄物管理サービスを拡大するための
国際パートナーシップ

(IPLA)
国連持続可能な開発目標パートナーシップ #SDGAction267

廃棄物処理と資源管理実現するためのパートナーシップ
（労働力、原料、エネルギー、埋め立てのための土地確保とそれらの諸経費を考慮）
→政府と民間企業が共同責任と共同オーナーシップを確立することにより、廃棄物処理の新しい形を提供。

民間部門の利益と公共政策を組み合わせるためのパートナーシップ
→公共部門の社会的責任（公衆衛生、環境への意識、地域の特色、雇用創出など）を踏まえた民間企業の積極的
な参画促進（経営改善、財源確保、最新技術の導入、起業家精神など）

民間投資を活性化するためのパートナーシップ
→持続可能なまちづくりのための官民連携と公共投資、融資の推進

Win-Win の関係のためのパートナーシップ
→廃棄物処理、資源管理、製造と消費において、官民双方の利益となる方法の提供



Thank you
Photos: UNCRD

え３



http://web.unep.org/asiapacific/sustainable-cities

http://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/01/31/3-big-ideas-to-achieve-sustainable-cities-
and-communities

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27976/mac-report.pdf

http://web.unep.org/asiapacific/sustainable-cities.

https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27976/mac-report.pdf

Copyright (c) United Nations 2012

http://web.unep.org/asiapacific/sustainable-cities
http://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/01/31/3-big-ideas-to-achieve-sustainable-cities-and-communities
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27976/mac-report.pdf
http://web.unep.org/asiapacific/sustainable-cities
https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27976/mac-report.pdf
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