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Ⅰ バイオマス産業都市さが（佐賀市からの寄稿） 

  アジア太平洋都市サミット ニューズレター 

 No.34   2016 年 6 月号 

今回の熊本・大分地震により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。皆さまの安全と

一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今号では、まず、日本国政府からバイオマス産業都市に選定された佐賀市の取組みをご紹介します。 

 

平成26年11月に国からバイオマス産業都市に

選定された佐賀市では、暮らしから発生するご

み・排水など「廃棄物であったものがエネルギー

や資源として循環するまち」をめざし、ごみ処理

施設や下水処理施設に由来するバイオマスや二

酸化炭素を活用した「藻類関連産業が集積された

まちづくり」に取り組んでいます。 

微細藻類は顕微鏡でなければハッキリ見るこ

とができない小さな微生物であり、その多くは陸

上植物と同様に光合成を行います。また、藻類に

は有用な成分を含むものがあり、その特徴を生かした製品がすでに商品化されています。 

佐賀市のまちづくりは、単に藻類培養の拠点化をめざしたものではなく、藻類の培養（第１次産業）

から、有効成分の抽出・製品加工（第２次産業）、流通・販売（第３次産業）までの６次産業化を視

野に入れた取り組みです。  

そこで、まず佐賀市が取り組んだのが光合成を行う微細藻類の培養に必要な二酸化炭素の確保です。 

清掃工場でごみを焼却する際に発生する排ガスから二酸化炭素を分離回収し、微細藻類の培養に活

用します。この試みは前例がないものであったため、平成 25 年度から２年間、民間企業３社と共同

で、実際に排ガスから二酸化炭素を分離回収し、様々な検証を行う実証試験に取り組みました。 
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この２年間で二酸化炭素の成分分析やコスト評価などを

行い、微細藻類の培養や農作物の栽培に活用可能な二酸化炭

素が分離回収できること、また、コストの面でも供給する事

業者にメリットがある価格で提供できることなどが確認で

きました。 

この実証試験の成果を踏まえ、平成 27年度に日量 10トン

の二酸化炭素を分離回収する設備の建設に着手しており、ま

もなく完成する予定です。 

これに合わせて、清掃工場西側の２ｈａの用地では、民間企業がヘマトコッカス藻を培養し、化粧

品などの原料として活用されるアスタキサンチンを抽出する事業の準備を進めています。 

今年の夏には、清掃工場で分離回収した二酸化炭素を活用した世界的にも例のない微細藻類培養事

業がスタートします。 

藻類関連産業は発展途上の産業であり、藻類の用途についても未開拓の分野が多く残されていると

言われています。このような藻類産業が持続可能な発展を続けていくためには、産業化を側面からサ

ポートする産学官が連携した研究開発機関も必要です。 

そこで、藻類に関する研究実績を持つ佐賀大学、筑波大学と佐賀市の三者で藻類に関する研究開発

機関を設立し、佐賀における藻類産業の発展に取り組む体制の構築を図る計画です。 

本市では、これらの取り組みを進め、環境の保全と経済的な発展が両立するまち「バイオマス産業

都市さが」の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二酸化炭素分離回収設備 完成イメージ 

清掃工場二酸化炭素分離回収事業スキーム 
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シンガポールの Centre for Liveable Cities（暮らしやすい都市研究所）が年 2 回発行している雑誌

『URBAN SOLUTIONS』の最新号（第 8 号）が今年 2 月に発行されました。ぜひご覧ください。

http://www.clc.gov.sg/Publications.htm 
昨年 2月の第 6号から、福岡市も推進しているユニバーサルデザインによるまちづくりに関する記

事をご紹介します。 
 

 

 

 

国中すべての公共建築物を改良・修繕することは大仕事である。シ

ンガポール建築建設庁（BCA）長官のジョン・キョン氏は、すべての年

齢、様々な能力を持つ人々にやさしい建物を目指す建築建設庁の取組

みについて述べた。 

課題 

1950 年代からの急激な都市化に伴い、人口密度が高く、高層の建造

環境が生み出された。当時は、人口の大多数が若く、健常者であった

ため、増え続ける人口の経済的・社会的ニーズに応えるために土地資

源を最大化することに比べると、バリアフリー化は、重要な関心事で

はなかった。 

1990 年はシンガポールのアクセシビリティに関する取組みにおいて

画期的な年となった。人口はまだかなり若かったが、建築物のバリア

フリー・アクセシビリティ法が導入され、特に車椅子利用者のアクセ

シビリティ基準が改善されることとなった。 

高齢者 ―その多くが身体能力の低下を抱える― の数が3倍になると予測されていたことから、「エ

イジング・イン・プレイス」を支援する包括的な建造環境を整備するという目標が構想された。「エ

イジング・イン・プレイス」とは、人々が自宅という住み慣れた環境で老いていくことを支えること

である。また、家族が高齢者の世話ができることでもある。ユニバーサルデザイン、あるいは「すべ

ての人のためのデザイン」のコンセプトは、BCAの使命に組み込まれ、様々な年代・能力の人々のニ

ーズに対応するものだった。 

この目標の達成において、主要な課題となるのは、1990年のアクセシビリティ法施行前に建設され

た現存する多くの建物を改良することであった。建物内をバリアフリー化するだけでなく、建物の周

辺も同様にバリアフリー化することが求められた。 

解決策 
2006年 BCAは、アクセシビリティ・マスタープランによりユニバーサルデザインを大大的に推進し

始めた。全体論的かつ協調的な性質から、同プランにより BCAは他の機関と協力して、シンガポール

で利用しやすい建造環境を創出する上での過去・現在・未来の課題に取り組んでいる。 

バリアフリーでない古い建物に対応するため、BCAは市民が定期的に訪れる建物や地域を対象に、

2006年から 2011年までアクセシビリティ向上プログラムを実施した。 

Ⅱ ノーモアバリアー：シンガポールにおけるユニバーサルデザインの推進 
（この記事は著者と暮らしやすい都市研究所のご厚意により転載を許可していただいたものです。） 

エイジング・イン・プレイス
を支援するあらゆる人に優
しい建造環境 
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2007年から BCAは、政府機関にアクセシビリティ向上のための機能を備えた公共部門の建物の整備

を勧告している。それは、建物の入り口及び一階部分（トイレを一階に配置するなど）のアクセシビ

リティ向上を図ることを含む。BCAはまた、進捗を促進・監督する役割を担っている。 

民間ビルの所有者に建物のバリアフリー化を進めるよう動機付けるため、BCAは 2007年にアクセシ

ビリティ基金を導入した。この基金は、基本的なバリアフリー機能整備のための改装にかかる総額の

最大 80%まで助成するものである。特に、BCA はビルの所有者と連携して、オーチャードロード沿い

のアクセシビリティを向上した。オーチャードロードは人気のショッピング街で、その地域の建物の

大半が 1990年にバリアフリー化の必須条件が定められる前に建てられている。 

アクセシビリティ法はこれまで何度も改正され、時代のニーズに応えてきた。最新の見直しは 2011

年から 2013 年にかけて住民、民間、公共部門の協力のもと行われた。アクセシビリティ法が包括的

でより多くのシンガポール人に恩恵をもたらすものとなるため、関係者との数々の公聴会、フォーカ

スグループディスカッション、ユーザーテストが実施された。 

例えば、2013年のアクセシビリティ法見直しにおいては、多様なニーズを抱える人々向けにさらに

施設を整備する必要性が強調された。そこで、子ども向けの衛生施設や家族向けの駐車スペースがス

ポーツ複合施設や大規模ショッピングモールで必要となってきている。他に、点字や触覚情報を公衆

トイレの標識に加えることや、催事スペースやホールなどの会場に補聴支援システムを導入すること

などが義務付けられた。また、アクセシビリティ法は改正され、車椅子やベビーカーが通りやすいよ

うに通路を拡張することまで含まれるようになった。 

同時に BCAはディベロッパー、建物の所有者、設計者、その他の産業の関係者が新たな開発や現在

改築中の建物にユニバーサルデザインを取り入れるよう奨

励し続けている。関係者が、ただアクセシビリティ法を順守

するだけでなく、それ以上の取組みができるように、BCAは

講座や巡回展示、セミナーを通じてユニバーサルデザインを

普及している。特に、BCAユニバーサルデザイン賞は誰もが

使いやすい機能を備えたユニバーサルデザインの概念の適

用に精力的に取り組んでいる開発プロジェクトを表彰して

いる。BCAアカデミーで公開している「感じる庭」も、ユニ

バーサルデザインの概念を紹介するモデルとなっている。 

アウトリーチ活動の幅を広げるため、BCAはまた、建物のユーザーフレンドリー度を評価し始めた。

この情報はフレンドリー・ビルディング・ポータルで公開しており、利用者は建物のアクセシビリテ

ィ度を調べることができる。この目的のために携帯電話用のアプリも開発されている。 

結果 

今日、移動に支援が必要な人や車椅子利用者は、もはや家に引きこもってはいない。近隣のマーケ

ット、フードコート、ショッピングモール、活動センターなどを容易に動き回れる。市民がよく訪れ

る公共施設のほぼすべてで基本的なバリアフリーが完備されている。現在、オーチャードロード沿い

のショッピング街の建物の約９割は、誰もが利用しやすくなっている。これは、2006年の 41%から大

幅に改善されている。 

 

BCA感じる庭の点字ブロック 
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自主的認証制度の BCA ユニバーサルデザインマークを導

入してから、BCA は 70 件以上の申請を受け付け、ビル開発

にユニバーサルデザインを取り入れた 57 名のビル所有者を

認証した。今では、ディベロッパーの多くが、設計概要の一

環として、BCAユニバーサルデザインマークの最高位である

プラチナ評価を獲得するという希望を明記している。 

2013年，BCAユニバーサルデザインマークはオーストリア

の国際連合ウィーン事務局で開催されたゼロプロジェクト

会議で革新的な取組みとして認定された。ユニバーサルデザ

インは明らかにもう馴染みのない言葉ではない。 

＜著者について＞ 

ジョン・キョン博士はシンガポール建築建設庁長官であり、

公認都市計画家。また、キョン博士はシンガポール国立大学

建築学部の非常勤教授や南洋理工大学工学部諮問委員を務

める。さらに、建物のバリアフリー化とユニバーサルデザイン

の普及につながったバリアフリーアクセス・マスタープランの

実施に貢献した。 

 

 

 

 

Keung, J. (2015, February). No more barriers: Promoting universal design in Singapore. Urban Solutions, Issue 6, 
36-41. 

http://www.clc.gov.sg/documents/publications/urban-solutions/issue6/7_Case_Study_No_More_Barriers-Promoting_
Universal_Design_in_Singapore.pdf 
 
Image Credits 
        Building and Construction Authority of Singapore 
        Building and Construction Authority of Singapore 
        Gibbyli, https://www.flickr.com/photos/gibbyli/14102420127/in/photostream/, CC by-NC-SA 2.0 
  Building and Construction Authority of Singapore 

 

 

 

 

 

 

 

2014年にBCAユニバーサルデザインプラ
チナ評価を得たガーデンズ・バイ・ザ・ベ
イでは、フラワードームとクラウドフォレ
スト内の車椅子やベビーカー用のスロー
プなどが評価された。 
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ウラジオストク市では年間を通じ、様々なイベントが開催されています。今号では、2016年のイベ

ントの中からいくつかご紹介します。 

イベント名 開催時期 内容 

姉妹都市会議 6月 30日～7月 3日 
ウラジオストク極東連邦大学校で開催される姉妹

都市間の科学的・文化的会議 

ウラジオストクの日 7月 2日 
ウラジオストクの創設記念日。ロシアの有名歌手

のコンサート、運動会、花火大会など。 

アジア太平洋地域

の国際映画祭 

『Pacific Meridian』 

9月 10日～16日 

有名監督や俳優のマスタークラスに参加可能。

会期中は様々な国の映画が上映される。 

アジア太平洋地域

のクラシックの日 
9月 

ウラジオストクのフィルハーモニーオーケストラ

の公演。ロシアとアジア太平洋地域のクラシック

公演及びマスタークラスの実施。 

第１２回国際ジャズ

フェスティバル 
11月 11日～19日 

ロシア、ヨーロッパ、アメリカ、アジアのジャズア

ーティストの公演。 

 

 

 

 

「都市と国土計画に係る国際ガイドライン」の各国での活用について 

国連ハビタットでは、都市化の進展に伴って生じる様々な問題について、都市計画の段階で適切に

対応することを促し、策定時の指針となることを目的として、2014年に「都市

と国土計画に係る国際ガイドライン」を取りまとめました。 

各国から選出された代表者を中心にまとめられたこのガイドラインの作成過

程については、2015年9月号でもご紹介いたしましたが、その後この内容は2015

年 12月の国連総会で報告されました。 

ガイドラインの内容を記した冊子とそれを具体的に実践している優秀都市の

事例集は、当初英語のみで発行されましたが、現在は世界 11カ国語に翻訳され、

各国で内容の紹介と自国での活用に向けた取り組みが始まりました。 

■スリランカでの取り組み 

2016年 2月 25日に、このガイドラインと、「アジア太平洋の都市の現状と課題 2015」の発行を祝

う式典が開催され、スリランカ政府から大都市圏・西部州開発大臣、地方自治体関係者や都市開発の

専門家・研究者、市民団体等が集いました。式典に出席した国連ハビタット福岡本部深澤本部長から

は、持続可能な都市の実現に向けて、これまで蓄積してきた学びを生かすことの重要性が語られ、ま

た、大臣からは、スリランカの都市計画ビジョンが紹介されました。引き続き行われたパネルディス

カッションでは、廃棄物処理や気候変動への対応や、情報分析・計画・実行・推進状況の確認・成果

確認といった一連の手順を踏んだ都市開発の重要性等、様々な意見交換・情報共有が行われました。 

Ⅳ 国連ハビタット福岡本部だより（連載９） 

Ⅲ ウラジオストク市イベント情報（ウラジオストク市からの情報） 

日本語訳のガイドライン 
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■ベトナムでの取り組み 

ベトナムでは、2016年3月8日にハノイにおいて開催された第7回環境的に持続可

能な都市についてのハイレベルセミナーの中で、このガイドラインを取り上げました。 

13カ国から集まった 150名の参加者に向けて、

国連ハビタット福岡本部ブルーノ・デルコン上級

人間居住専門官より 2015 年 9 月、国連サミット

で採択された持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals）の中でも特に 11番目の目標

「住み続けられるまちづくりを」の達成には、都市計画が重要であ

ることが説明され、都市計画を推進する際の手引きとして「都市と

国土計画に係る国際ガイドライン」が良い参考資料となることが紹

介されました。 

 

■日本での取り組み 

日本語版の「都市と国土計画に係る国際ガイドライン」は

2016年3月に発行され、4月1日に発行を記念したセミナー

が開催されました。このガイドラインは、2013年から3回の

特別専門家会合を経て、2014 年 11 月に最終案が取りまとめ

られましたが、最終回の第3回は福岡（日本）で開催され、

その際、国土交通省・福岡県・福岡市・西南学院大学から多

大な支援を受けました。作成された日本語版は、すぐに福岡

県と福岡市に届けられ、改めてガイドライン策定支援への感

謝の言葉が伝えられました。 

4月1日にガイドライン日本語訳発行を記念して開催されたセミナ

ーでは、このガイドライン策定に日本代表の専門官として関わられ

た西南学院大学野田順康教授（前国連ハビタット福岡本部長）から、

策定の背景や着眼点、ガイドラインのポイント等の興味深いお話が

あり、それに引き続き、ガイドラインに沿った優れた都市づくりを

している優秀事例都市の 1 つとして、優秀事例集に取り上げられた

福岡市のコンパクトなまちづくりについて、福岡市役所の方より歴

史的経緯や具体的な分析に基づく説明がありました。 

挨拶をされるスリランカ大都市圏・西部州開発大臣 大臣にガイドラインを手渡す深澤国連ハビタット福岡本部長 アジア太平洋の都
市の現状と課題
2015 

ハイレベルセミナーの様子 

ベトナム語訳のガイドライン 

福岡県（左）、福岡市（右）に日本語訳ガイドラインを

お届け 

セミナーでガイドラインの説明をされ

る西南学院大学野田教授 
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「都市と国土計画に係る国際ガイドライン」は次のサイトよりダウンロードすることができます。 

http://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning/ 

また、日本語訳の冊子をご希望される方は、次までお知らせください。 

 担当：国連ハビタット福岡本部 三浦（電子メール：hiroko.miura@unhabitat.org） 

 「アジア太平洋の都市の現状と課題 2015（The State of the Asian and Pacific Cities 2015）」 

（英文のみ日本語訳なし）は次のサイトからダウンロードすることができます。 

http://unhabitat.org/books/the-state-of-asian-and-pacific-cities-2015/ 

 

★会員都市の担当者の皆様 ： 寄稿をお待ちしています。 

貴市のトピックスや新規事業、都市問題の解決のヒントとなるような貴市における課題解決の取組みなど、お気軽に 

情報をお寄せください。 

（ニューズレターは、アジア太平洋都市サミットのウェブサイトに掲載し、会員都市などへ email送信しております。） 

 

 

 

開催時期 会議名 開催都市 

2016年  11月 25日～28日 第 11回実務者会議 イポー市 （マレーシア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集・発行】 2016年6月 13日 アジア太平洋都市サミット事務局 （福岡市総務企画局国際部） 

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1  TEL: 092-711-4028  FAX:092-733-5597 

E-mail: apcs@city.fukuoka.lg.jp  Website: http://apcs.city.fukuoka.lg.jp/ 

アジア太平洋都市サミット ： Asian-Pacific City Summitは、アジア太平洋地域の都市問題の解決に向け、市長会

議や実務者による会議等を通じて、都市の連携やネットワークの構築を図っています。 

 

オークランド市（ニュージーランド） 

バンコク都（タイ王国） 

ブリスベン市（オーストラリア連邦） 

釜山広域市（大韓民国） 

長沙市（中華人民共和国） 

大連市（中華人民共和国） 

福岡市（日本国） 

広州市（中華人民共和国） 

光陽市（大韓民国） 

ホーチミン市（ベトナム社会主義共和国） 

香港特別行政区（中華人民共和国） 

ホノルル市（アメリカ合衆国） 

イポー市（マレーシア） 

ジャカルタ特別市（インドネシア共和国） 

済州特別自治道（大韓民国） 

鹿児島市（日本国） 

北九州市（日本国） 

クアラルンプール市（マレーシア） 

熊本市（日本国） 

マニラ市（フィリピン共和国） 

宮崎市（日本国） 

長崎市（日本国） 

那覇市（日本国） 

大分市（日本国） 

浦項市（大韓民国） 

佐賀市（日本国） 

上海市（中華人民共和国） 

シンガポール（シンガポール共和国） 

ウルムチ市（中華人民共和国） 

ウラジオストク市（ロシア連邦） 

アジア太平洋都市サミット会員都市  13ヵ国30都市 

今後のアジア太平洋都市サミットの会議予定 

 

mailto:hiroko.miura@unhabitat.org

