
瀋陽市環境保護局

瀋陽市瀋陽市瀋陽市瀋陽市のののの国家環境保全国家環境保全国家環境保全国家環境保全モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市
創設活動創設活動創設活動創設活動のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

瀋陽市環境保護局瀋陽市環境保護局瀋陽市環境保護局瀋陽市環境保護局



瀋陽市環境保護局



瀋陽市環境保護局

2009年4月1日、李長春・中央政治局常務委員が川崎を視察した際、当市に、 川

崎市の経験を全面的に学び、国家環境保全モデル都市を創設するようにという重要

な指示を出した。共産党遼寧省委員会（以下「省委」）の張文岳書記、陳政高省長が

その指示を重く受け止め、即座に徹底するよう当市に求めた。瀋陽市共産党委員会

および市政府は直ちに対応し、市共産党委員会常務委員である邢凱瀋陽市副市長

が率いる視察団を発足させ、川崎市の詳細な視察を行い、瀋陽市国家環境保全モ

デル都市創設活動の初歩的な活動計画を制定した。その後、省委および省政府が、

「川崎市の経験から学ぶ瀋陽市国家環境保全モデル都市創設に関する報告書」を

李長春氏に提出した。これに対し、李長春氏、李克強副総理が、それぞれ重要な指

示・回答をした。 6月17日、環境保護部が、日本の環境省と「中国瀋陽市・日本川崎

市の環境友好型都市造りに関する協力覚書」を締結した。
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中央指導者の指示精神に従い、当市の実情に合わせた当市の環境保全モデル

都市創設活動計画の目標は、下記のとおりである。

循環型経済、エコ工業と低炭素理念を特徴とする国家エコ都市の構築を総目標

とし、約5年の年月を掛けて2012年に国家エコ都市を建設し、当市を全国で五つ

のベンチマークになる環境保全モデル都市とする。

——エコエコエコエコ工業工業工業工業モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

——静脈産業静脈産業静脈産業静脈産業モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

——エコエコエコエコ環境環境環境環境改善改善改善改善モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

——政府環境管理政府環境管理政府環境管理政府環境管理モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

——環境環境環境環境保護保護保護保護へのへのへのへの公衆参与公衆参与公衆参与公衆参与モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市
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五五五五つのつのつのつのモデルモデルモデルモデル

エコエコエコエコ工業工業工業工業モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

瀋陽市は、瀋陽経済区が国家新型工業化総合改革試験区に格上げされるという絶好の機会を掴み、科学技

術と体制革新を保ちつつ、従来型工業の革新に取り組みながら、エコ工業を発展させて経済成長方式を変化さ
せ、工業のモデルチェンジと持続可能な発展を全面的に促進する。産業集中区と園区建設と合わせ、瀋陽技術
開発区、渾南新ハイテク産業開発区を国家級環境工業園区として建設する。遼中環境保護産業園、大東欧州
連合産業園、瀋陽現代建築産業園および棋盤山泗水科技城をそれぞれ全国一流の静脈産業モデル基地、中
国北方地域において最も重要な自動車部品生産基地、国家現代建築産業と住宅産業化モデル基地、東北ア
ジアバイオテック産業集中基地として建設。同時に、設備製造業、自動車産業、医薬ケミカル、農産物高付加価
値加工の４つの重点産業でエネルギー消費が国内最先端水準に達する省エネモデル企業を数多く構築し、全
国でも率先した先端技術で、環境にやさしく、資源を節約し、総合的な利用を可能にする環境工業体系を確立
する。

エコ工業体系
瀋陽経済技術開発区
瀋陽渾南ニューハイテク産業開発区

四大工業産業園
大欧州連合産業園 瀋陽現代建築産業園
棋盤山泗水科技城 遼中環境保護産業園

四大重点業界
機械設備製造業 自動車製造業
医薬ケミカル産業 農産物高付加価値加工産業

エコ工業モデル企業
環境建築モデル都市構築
エコ工業重点モデルプロジェクト

16,000億元

工業付加価値エネルギー消費
0.68トン標準石炭／万元

2010年 2020年

1. 計画目標計画目標計画目標計画目標
2012年に企業の移転、アップグレードと改

造作業を基本的に完成する。重点として、二
つの国家級総合類園区と四つの市級業界
類園区で国家級生態工業園区建設を全面
的に実施し、環境工業園で全市の工業エコ
化改造を引っ張っていく新局面を確立する。
2015年に産業構造最適化調整の実質的
な進展を遂げてGDPの速やかな成長を保

持すると同時に、工業付加価値増加額によ
るエネルギー消費と汚染物質総量を共に低
減させ、経済成長と資源・エネルギー消費と
の「分離」を効果的に達成する。先端技術で
環境にやさしく、資源を節約して総合的な利
用を可能にする環境工業体系の基本整備を
行う。

2020年に、世界一流の先端設備製造業を中心とし、電子情報、自動車および

その部品、航空製造、現代建築を支えとするエコ工業体系を形成し、単位工業付
加価値増加額当たりのエネルギー消費および汚染物質排出率において、川崎市
などの国際水準を達成する、またはそれに近づける。

2. 重要重要重要重要なななな任務任務任務任務およびそのおよびそのおよびそのおよびその内容内容内容内容
1.瀋陽エコ工業体系を構築する。二つの総合類と四つの業界類国家級環境
工業園区を建設し、送風機、工作機械、完成車製造、VCと苛性ソーダ、ビー

ルなど重点製品の単位当たり消費量における国内最高水準を達成する。工業
園区、重点業界およびモデル企業で、全市工業エコ化改造を推進するように
する。
2.工業企業昇格プロジェクト、プロジェクトエンジニアリング、買収プロジェクト、

産業クラスタープロジェクトおよび省エネと後進淘汰プロジェクトなど五つの工
業プロジェクトを手本とし、当市の新型工業化発展の進捗を促進する。
―情報化で工業化を牽引し、工業化により情報化を促進する。電子情報産
業を先導とする新興産業クラスターを絶えず発展・拡大させ、企業情報化水準
を速やかに高める。2015年に、大型工業貿易企業の生産および管理情報化
システムのカバー率を100％にする。特定規模以上の中小型企業の生産およ
び管理情報化システムの応用率を60％にする。2020年に、特定規模以上の

工業企業が、基本的に管理情報化を実現し、電子商取引を普及させるように
なる。
―産業レイアウトの調整と最適化を行い、集約型発展を実現する。2015年に、
百億産業クラスターが23に達するようにする。
―資源利用効果を著しく高め、持続可能な発展力が絶えず強まる。2015年
に、工業付加価値増加額当たりのエネルギー消費を0.785トン標準石炭に下
げ、工業用水リサイクル率を90％にする。2020年に、工業付加価値増加額当
たりのエネルギー消費を0.68トン標準石炭に下げ、工業用水リサイクル率を
95％にする。
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五五五五つのつのつのつのモデルモデルモデルモデル

環境保護産業環境保護産業環境保護産業環境保護産業モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

瀋陽市は、世界省エネ・環境保護産業の速やかな発展、国による省エネ・排出削減への投入拡大、革新型国家戦略の実施などの大きな機会と密接に関係し、
地域、技術設備と資源の優位性を十分に活かして、財政・税収優遇支持政策の健全化と完備化を通じて技術革新と体制革新を実施し、当市の環境保護産業の
「飛躍式発展」、「革新式発展」および「グリーン発展」を実現し、年間生産高が3500億元超の新興産業を築き、瀋陽経済が発展する上での成長極になる。

1. 計画目標計画目標計画目標計画目標
2012年に、日本などの国際環境保護産業の先端技術を導入して、

遼中環境保護産業基地で中日、中仏などの国際省エネ・環境保護
産業園と遼寧近海東北アジア資源循環技術城を建設し、全市省エ
ネ・環境保護産業の規模を確保し、生産高800億元を達成する。
2015年に、産業管理監督政策を改善し、自主研究開発を効果的に
行い、環境保護産業クラスターを形成し、生産高1700億元を達成す

る。
2020年に、東北アジア最大の環境保護産業基地を形成し、産業ク
ラスターの優位性を著しく活かして、生産高3500億元を達成する。

2. 計画内容計画内容計画内容計画内容およびおよびおよびおよび重要重要重要重要なななな任務任務任務任務

·技術で牽引して、自主知的財産権と革新技術製品を中心とした東北アジア資源
循環技術城を建設する。
·現地に応じて、瀋陽遼中近海経済区で100平方キロメートルの環境保護産業基

地を計画し、瀋陽経済技術開発区の設備製造業と渾南新区新ハイテク産業の優
位性を活かして、積極的に省エネ・環境保護設備産業と新エネルギー産業を発展
させる。
·国際提携により国際的な先端環境保護産業技術を取り入れ、中日、中仏など国
際提携プラットフォームを整備する。
·省エネ・消費削減を図り、エネルギー合同管理モードを強力に推進し、エネル
ギー高消費企業に省エネ・消費低減活動を実施させ、地域総生産額の単位当たり
年間エネルギー消費を5％下げる。

億元

省エネ環境保護サービス生産高

資源リサイクル生産高

環境保護設備製品生産高

省エネ設備製品生産高

資源リサイクル産業クラスター

輸入廃棄
物分解加
工業

国内廃棄
物分解加
工業

資源最適
化物資回
収ネット
ワーク

国際省エ
ネ環境保
護企業提
携プラット
フォーム

省エネ設備製品産業クラスター

現代グリー
ン建材産
業

新エネル
ギー設備
製造業

省エネ設
備製造業

グリーン交
通設備製
造業

瀋陽環境保護産業体系

環境保護設備製品産業クラス
ター

大気汚染
予防・改善
設備製造
業

水汚染予
防・改善設
備製造業

固体廃棄
物処理設
備製造業

騒音振動
予防改善
設備製造
業

省エネ環境保護サービス産業ク
ラスター

合同エネ
ルギー管
理

環境運営
サービス
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五五五五つのつのつのつのモデルモデルモデルモデル

エコエコエコエコ環境改善環境改善環境改善環境改善モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

住みやすい環境と都市を建設することは、既に世界各国が追求する目標になっている。瀋陽によるエ
コ環境改善モデル都市の建設は、環境、経済、社会の持続可能な発展に全面的に配慮して、水、緑
など重点分野に注目し、弱点を把握してさまざまな措置を講じ、中国国内最大の改善幅および最も速
い改善の目標を実現し、環境・景色が美しく、北方らしさを持ったエコ瀋陽を建設する。同時に、瀋陽
市によるエコ環境改善モデル都市の建設では、日本の川崎市の経験を活かして最終目標と成果を達
成し、中国国内のその他の住みやすい環境・都市の建設モデルを樹立して、有益な経験を提供してい
る。

1. 計画目標計画目標計画目標計画目標
2012年に、エコ環境品質が全て国家エコ都市標準に達するようにし、第12期全国運動会の開催に

優れたエコ環境を創出する。
2015年に、基本的にエコ環境改善モデル都市の建設を達成し、主要な環境問題を効果的に解決し、

都市エコ環境・景観および都市快適性を著しく向上させる。
2020年に、環境保全モデル都市および住みやすい環境・モデル都市の建設指標ならびに国家の

「住みやすい都市に対する科学的な評価標準」に定められている美しい環境指標要求を達成し、人と
自然との高水準な調和および経済社会環境の調和と持続的な発展を達成する。

2. 計画主要内容計画主要内容計画主要内容計画主要内容とととと重要重要重要重要なななな任務任務任務任務
重点として、水、大気、固体廃棄物と農村エコ環境の4分野の総合的な環境改善を通じて、エコ環境

改善モデル都市を建設する。

汚水処理場数 都市汚水処理率

都市汚水処理計画目標

石炭 石油 天然ガス クリーン電気方式

その他の
電気方式

クリーン熱
力方式

その他の
熱力方式

その他

エネルギー構造計画目標

汚泥発生量 汚泥処理率

生ゴミ発生量 生ゴミ発生率

汚泥と生ゴミ処理計画目標

水源保護区設置数 達成比率

美しい町建設完成数 優美町比率

美しい町建設計画目標

瀋陽市エネルギー区域計画図

大規模集中熱供給区

高汚染燃料使用禁止区

クリーンエネルギーモデル区

渾南石炭禁止区

瀋陽市都市給水システム計画

計
画
構
造：
一
軸、
二
環、
四
城、
九
湖

三環以内に「一軸、二環、四城、九湖」の理想を実現し、中心区内水域面積
率が10％超に達し、水質が4類超になるようにする。南運河、渾河の通行を実
現すると共に北運河まで徐々に拡大し、「都市と森の共存、水と緑が織り成す」

北方ならではの現代化大都市の景観を創出し、山と水、そして文化と競争力が
ある住みやすいエコ都市を構築する。
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五五五五つのつのつのつのモデルモデルモデルモデル

政府環境管理政府環境管理政府環境管理政府環境管理モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

科学的発展という概念の踏み込んだ実現により、政府の環境管理体制と仕組みの革新を動力とした政府執政理念、執政行為、内部運営管理の3レベルから
グリーン政府の建設を以下のように展開する。1) 政府実績評価におけるグリーンの比重を持続的に拡大し、省エネ・排出削減を強力に展開する、2) 率先して
環境経済政策を実施し、政府によるグリーン仕入を絶えず深め、資源を節約し、環境にやさしいグリーン政府機関を建設する、3) グリーン交通やグリーン建設
などあらゆる分野をカバーする環境管理建設に取り組み、経済構造の最適化を促進する、4) グリーン経済を発展させ、住居環境状況を改善し、政府のイメー
ジアップを図る、5) 経済社会資源と環境とのバランスのよい持続可能な政策総合決定の仕組みを形成し、環境保護と経済社会発展との高水準な融合を実現

する。このようにして瀋陽旧工業基地の全面的な振興を強力に保障し、全国で政府環境管理作業の手本を残す。

1. 計画目標計画目標計画目標計画目標
2012年に、各級政府が執政理念、執政行為、内部運営のグリーン建設作

業を全面的に展開し、環境と発展の政策総合決定の仕組みとグリーン実績
評価システムを基本的に整備し、政府の環境管理水準と効果を著しく高める。
2015年に、グリーン政府建設の各重要任務はいずれも著しい効果を上げ、

総合環境管理政策、措置と仕組みが国内最高水準に達するようにする。
2020年に、グリーン政府建設の各任務は全体的に推進され、環境と発展

の政策総合決定の仕組みが著しい効果を上げ、環境、経済、社会の調和の
取れた発展が実現する。

グリーン政府
の運営の仕
組みを研究・
分析し、環境
最適化経済
発展理念を
樹立する。

グリーン政府建設効
果が初歩的に見え

る段階

グリーン政策
決定の仕組
みの改善と向
上に取り組み、
グリーン実績
評価システム
を基本的に
整備する。

グリーン政府効果が
著しく見える段階

政府のグリー
ン執政プロ
ジェクトに全
力を尽くし、
グリーン実績
評価システム
の著しい効
果を達成する。

グリーン政府建設成
果を固めて昇格させ

る段階

グリーン政府
管理体系を
絶えず深め、
環境保護と
経済社会発
展との高水準
な融合を実
現する。

2. 計画内容計画内容計画内容計画内容およびおよびおよびおよび主要任務主要任務主要任務主要任務

14.政府グリーン仕入を強化する。技術、サービスが同じであれば、リストにおける環境保護・省エ
ネ製品を優先的に購入する。政府仕入リストにリストアップしているグリーン製品が40％超を占める

こと。なお、政府がグリーン製品を仕入れる比率を徐々に増やし、グリーン製品の価額が政府仕入
総額に占める比重を毎年増やす。

政府グリーン仕入プロジェクト

13.グリーン機関を建設する。ペーパーレス事務を実行する。会議レベルと規模を厳格に抑制する。

標準を超える車輌の購入を抑制する。公務用車のエネルギー消費基準を制定する。照明、エアコ
ン、エレベーターなどの電気消費を厳格に管理する。節水施設などを合理的に使用する。

政府グリーン機関建設プロジェ
クト

12.グリーン財政投入を拡大する。エコ環境に有利な建設プロジェクトの資金を優先的に手配する。

毎年の政府の公共財政支出では優先的に環境保護支出を増やし、政府による環境保護投入の
誘導役を発揮し、社会全体による環境保護への投入増を促進し、社会全体による環境保護への
投入が同時期GDPの3％超を占めること。

政府グリーンサービスプロジェ
クト

11.政府実績評価システムのグリーン化を推進し、実績評価では環境実績指標を強化し、環境保

護および関連作業の点数と比重を増やし、政府による持続可能な発展戦略の実施を効果的に誘
導・監督する。

政府グリーン評価プロジェクト

10.環境経済政策。環境汚染責任保険と汚染物質排出取引、企業環境行為と銀行信用連動の仕

組み、エコ補償の仕組みなどを実施する。

9.都市高速バスと地下鉄の建設を加速させ、純電気省エネ路線バス代替プロジェクトを実施する。
2015に純電気路線バス比率100％を達成し、「地下鉄、路線バスに自転車を加える」というグリー

ン外出方式を推進する。

8.「瀋陽市住居建築省エネ設計標準」を執行し、国家レベルのグリーン建築を普及させる。

7.省エネ・排出削減を強力に行い、国の各段階の省エネ・排出削減任務を全面的に達成する。

6.省エネ・環境保護産業の発展を誘導し、省エネ環境保護新技術と新製品の応用・普及を積極

に推進する。

5.産業構造の最適化調整を行い、瀋陽市「高汚染・エネルギー高消費名簿」を制定・公表し、遅

れた製法と生産能力を淘汰する。

4.無害化、減量化、資源化および産業化を中心として、循環型経済を強力に発展させる。

政府グリーン執政プロジェクト

3.環境政策決定の仕組みを整備し、計画環境評価を実行し、政策決定の段階で環境問題を予防

する。

2.省エネ・環境保護政策法規制定作業の力を強化し、健全な環境保護法規体系を整備し、グリー

ン政府に必要な環境法規と法制基礎を確実にする。

1.政府役人の環境意識を強化し、定期的にグリーン政府幹部教育クラスを開催し、政府の公共環

境管理政策決定能力を高め、環境保護で経済発展を最適化させるという中心的な執政理念を実
現する。

政府グリーン政策決定プロジェ
クト

具体的なプロジェクト内容グリーン政府プロジェクト
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五五五五つのつのつのつのモデルモデルモデルモデル

公衆参与公衆参与公衆参与公衆参与モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市

瀋陽市が作成した国家モデル都市建設・公衆参与環境計画は、同分野における中国初の地方計画である。計画は、日本で成功した公衆参与経験を参照し
ながら、瀋陽の実情に応じて「環境公衆参与方式」、「環境公衆参与促進措置」、「環境公衆参与保障体系」を主な枠組みとし、環境権利保障、環境監督管理、
環境政策決定への公衆参与の三つの仕組みを通じて、環境建設に参与する公衆プラットフォームと政府環境情報公表プラットフォームの二つのプラットフォー
ムを構築し、環境広報、公衆グリーン活動を促進し、グリーンユニット整備、環境NGOなどの活動を発展させ、瀋陽ならではの先進的な「環境公衆参与モデル

都市」を構築する。

1. 計画目標計画目標計画目標計画目標
「3年で効果、5年で大発展、10年で目標達成」の計画に従い、受動的に自分

の権利・主張に参与する段階、および政府が主導し公衆が参与・監督管理する
段階を経て、最終的に公衆が自発的に政府の政策決定に参与する段階を実現
し、日本のような公衆参与水準に達する。

2016～
2020年

10年で
目標達

成

公衆公衆公衆公衆がががが
環境政

策決定
環境政

策決定
環境政

策決定環境政
策決定

にににに参与参与参与参与
するするするする段

階段階段階段階

�公衆参
与環境

と立法の
仕組み

の健全
化

�公聴会
制度の

健全化

2013～
2015年

5年で大
発展

公衆公衆公衆公衆のののの
環境参

与
環境参

与
環境参

与環境参
与とととと監督

管理段
階

監督管
理段階

監督管
理段階監督管
理段階

�政府の
環境行

為に対
する公

衆監督
プラット

フォーム
の健全

化

�公衆―
政府―

企業の
インタラ

クション
メカニズ

ムの健
全化

�公衆が
建設プ

ロジェク
トの環境

影響評
価に参

与する仕
組みの

規範化

2011～
2012年

3年で効
果

公衆自
身

公衆自
身

公衆自
身公衆自
身のののの権

利権利権利権利をををを
守守守守るるるる段

階段階段階段階

�隅々
をカバー

するクレ
ームプ

ラッ

トフォー
ムの整備

�環境矛
盾・紛争

・リスク評
価シス

テムの整
備

2010年
基礎段

階

公衆参
与意識

公衆参
与意識

公衆参
与意識公衆参
与意識

をををを誘導誘導誘導誘導
するするするするプ

ラットプラットプラットプラット

フォームフォームフォームフォーム
のののの構築構築構築構築

環境情
報公表

環境情
報公表

環境情
報公表環境情
報公表

プラット
フォーム

プラット
フォーム

プラット
フォームプラット
フォーム

のののの構構構構

築築築築

2. 計画内容計画内容計画内容計画内容およびおよびおよびおよび重要重要重要重要なななな任務任務任務任務

公衆参与措置公衆参与措置公衆参与措置公衆参与措置およびおよびおよびおよびプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容

公衆参与環境意識

プラットフォームプロジェクト

1.グリーン生活を促進し、モデル都市「公衆が環境保護に参与するための市民知識マニュ
アル」を配布する。
2.企業環境教育促進活動を展開させ、従業員省エネ・排出削減実用マニュアルを配布し、
重点企業について環境保護教育活動を行う。
3.瀋陽市十大公衆参与活動を行う。
4.盛京環境保護講堂。
5.グリーン成長計画を実施し、環境保護コースを正常な教育体系に取り入れ、軍事訓練と
環境保護との連動教育の仕組みを整備する。
6.環境教育基地体系建設を加速させ、ネットワーク環境保護教育基地プラットフォーム建
設を加速させる。
7.農村で環境保護教育を行い、農村に入って環境巡回講義活動を行う。

公衆参与情報基礎プラット
フォーム構築プロジェクト

8.政府と企業との環境情報公表の仕組みを整備し、情報公開ネットワークプラットフォーム
を構築する。

9.「低炭素全国運動森」建設、「低炭素全国運動会」宣伝活動、低炭素生活成果展覧など
一連の活動を行う。

公衆自身のグリーン行動プロ
ジェクト

10.環境NGO団体管理方法および細則を制定し、複数のルートから環境NGOの発展を促
進する。

11.グリーン学校、低炭素コミュニティ、グリーンデパート、グリーンキャンパスなどグリーンユ
ニット建設活動を行う。

12.省エネ排出削減家庭モデルプロジェクト。
13.「低炭素村」建設活動を行う。

公衆自身権益保護仕組整備
プロジェクト

14.隅々をカバーするクレームプラットフォームを整備し、環境矛盾・紛争・リスク評価システ
ムを整備する。

15.公衆のために環境侵害法律援助プラットフォームを整備する。
16.公衆参与基金を設立する。

公衆が環境監督管理に参与
する仕組の構築プロジェクト

17.政府環境行為に対する公衆監督プラットフォームを整備し、公衆―政府―企業のインタ
ラクションメカニズムの健全化を達成する。

18.公衆が建設プロジェクトの環境影響評価に参加する仕組みの規範化を達成する。

公衆が環境政策決定に参与
する仕組の構築プロジェクト

19.公衆が環境立法に参与する仕組の健全化を達成する。
20.コミュニティ環境保護調停者の仕組みを整備する。
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瀋陽市環境保護局

1. モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市計画計画計画計画はははは国家国家国家国家高級専門高級専門高級専門高級専門家家家家のののの論証論証論証論証をををを経経経経てててて組織的組織的組織的組織的にににに確実確実確実確実にににに実施実施実施実施するするするする

環境保護部環境計画院は全体計画の作成を担当し、特別計画を関係者に作成させるこ

とで、国内外の幅広く優秀な各大都市の先進的経験を参考にした、国際的で前向きな高水

準モデル都市の全体計画および確実に実行可能な特別計画を作成し、瀋陽市が国家環境

保全モデル都市を創設する上での戦略的考え、指導方針、発展目標、達成ルートおよび重

要な任務を提出し、全面的かつ科学的に国家環境保全モデル都市創設活動を指導した。市

の指導チームがモデル都市事務室を組織して、計画に従って「瀋陽市国家環境保全モデル

都市創設活動計画」を作成し、 「1都市、4区、5つのモデル、100プロジェクト」の環境モデル

都市創設の全体的な考えを定めた。

計画作成顧問は、中国科学院、中国社会科学院、環境保護部、国務院発展研究センター、

国家発展改革委員会エネルギー研究所、清華大学、東北大学の7機構から、4名の院士（中

国科学院と中国工程員の会員）と9名の研究員で構成した。
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2.積極的積極的積極的積極的にににに外部外部外部外部のののの支持支持支持支持をををを獲得獲得獲得獲得しししし、、、、建設作業建設作業建設作業建設作業のののの推進加速推進加速推進加速推進加速にににに資資資資するするするする

１年にわたり、市環境保護局、発展改革委員会、科技局など関係部門が国、省および関係者

によるモデル都市創設活動への支持を求めた。国家発展改革委員会は、当市を全国循環型

経済試験都市として扱い、当市で全国初の環境保護基金の設置を支持し、条件に適合する

資源リサイクルプロジェクトに資金支援する予定。環境保護部は、川崎・瀋陽環境保護協力事

項を中日循環型経済政策対話と中日循环型都市協力の枠組みに取り入れ、さらに中日両国

間の川崎・瀋陽環境保護協力覚書を徹底的に実施し、瀋陽によるエコ工業園区（静脈産業

類）の建設を支持する。省環境保護庁は、モデル都市、大渾南新区の建設を環境保護部・遼

寧省協力枠組契約に取り入れる。省財政庁、環境保護庁は、3年以内に4.25億元を全市の

農村環境総合改善に利用し、今年は1.2億元を蒲河流域水汚染改善と渾南白塔堡河汚染改

善に利用することを定めた。日本のJICAによる中日静脈産業エコ工業園区建設への180万

円の援助資金の獲得に取り組む。また、省科技庁、市科技局は、既に特別資金を用意して、

関連課題の研究を組織している。
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3.モデルプロジェクトモデルプロジェクトモデルプロジェクトモデルプロジェクトのののの創設創設創設創設をををを確実確実確実確実にしにしにしにし、、、、創設活動創設活動創設活動創設活動のののの深化深化深化深化をををを導導導導くくくく

モデルプロジェクトでモデル都市創設を推進する考えに従い、当市は、各産業および社会

事業分野の環境建設の長所と短所を選定し、モデルプロジェクトを切り口として、現地の状況

と現状に応じて有利な方向へ誘導し、モデルプロジェクトのモデル効果と牽引力を十分に活

かして、モデル都市創設を絶えず推進した。当市は、関係部門と専門家による住みやすい環

境、エコ工業、静脈産業、低炭素経済、グリーン政府、公衆参与の6分野における約200の項

目に対し視察・調査研究を行い、プロジェクト規模、設計理念、技術製法、建設水準、運営状

況などが全国水準に達し、国内の同類プロジェクト創設の指標としての役割を果たすことを原

則として、蒲河エコ回廊総合改善工事、北方重工、遠大グループなど27のモデルプロジェク

トを確定した。同時に、モデルプロジェクト活動計画の仕組みを研究・確定し、「瀋陽市国家環

境保全モデル都市・モデルプロジェクト創設活動計画」を配布し、プロジェクト創設を着実に

推進、牽引とモデル効果を確実に活かす。
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4.積極的積極的積極的積極的なななな公衆参与公衆参与公衆参与公衆参与パターンパターンパターンパターンをををを、、、、革新革新革新革新でででで著著著著しいしいしいしいグリーンユニットグリーンユニットグリーンユニットグリーンユニット構築成果構築成果構築成果構築成果をををを

瀋陽大学による 「盛京環境保護フォーラム」が開催され、昨年は国内外で有名な専門家に

よる講義を延べ11回行い、好評な反響があった。全市で組織したグリーンユニット構築活動

は活発で、今年は70のグリーンコミュニティ、2の低炭素コミュニティ、152のグリーン学校が建

設され、遼寧省環境友好型学校は52校を推薦した。

5.国家級環境工業園区建設国家級環境工業園区建設国家級環境工業園区建設国家級環境工業園区建設ののののスタートスタートスタートスタート

中国科学院瀋陽エコ応用研究所に瀋陽経済技術開発区、渾南新ハイテク技術開発区、お

よび航高基地環境工業園建設計画の作成を委託した。同時に、環境保護部と積極的にコ

ミュニケーションを取り、上記地域で国家級環境工業園プロジェクトを確立するためにさまざま

な準備作業を行った。
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瀋陽市環境保護局

1. モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市計画計画計画計画のののの推進加速推進加速推進加速推進加速とととと関連実施関連実施関連実施関連実施プランプランプランプランのののの確実化確実化確実化確実化

2011年全市モデル都市作業大会を開催し、責任状などの方式を通じて任務を明確にし、

モデル都市計画と「1都市、4区、5つのモデル、100プロジェクト」の関連実施プランを各関連

地域、部門に確実に実施させ、活動を監督・協調・指導する仕組みを強化する。大渾南新区

計画および建設と緊密に一体化させ、融合した計画設計を実現し、同時期に施工建設を行

い、運営時よりモデルになるようにする。全体計画と特別計画に対し段階的で適時の評価を

行い、適切に計画目標と任務を調整する。
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2. モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市モデルプロジェクトモデルプロジェクトモデルプロジェクトモデルプロジェクトのののの創設創設創設創設

異なる分野で適用する先端技術の普及チャンネルとルートを広げ、モデルプロジェクトを踏

み込んで発見または育成し、全市で環境モデル都市創設の推進を牽引する。大渾南瀋陽新

城および低炭素全国運動村における体育館建設工事を推進し、蒲河流域エコ環境改造工

事を実施し、現代建築産業園およびそのモデル工事の追跡サービス作業に取り組み、国家

レベルのグリーン建築を推進すると共に、純電気、天然ガスなどのクリーンエネルギー路線バ

スの路線を設置し、「地下鉄＋路線バス＋自転車」の低炭素グリーン外出モードの発展を推

進する。また、引き続きグリーンユニットの構築、エネルギーサービス合同試験の推進、グリー

ン政府（機関）の創設を指導、公衆参与モードと媒体などを革新する。
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3.国家国家国家国家級級級級エコエコエコエコ工業園工業園工業園工業園区区区区創設創設創設創設のののの確実確実確実確実なななな推進推進推進推進

国家戦略である瀋陽新型工業化総合改革試験区との機会を緊密に掴んで、当市の実施プ

ランと工業園区建設に合わせて、エコ工業理念による工業園区の計画・創設と改造・改善に

取り組み、工業化で情報化を促進することを実現する。2011年以内に張士、渾南、欧州連合

工業園の国家プロジェクトを確立し、現代建築産業園および泗水科技城工業園区計画の作

成を組織する。
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4.国際国際国際国際交流交流交流交流とととと協力協力協力協力のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる開拓開拓開拓開拓とととと深化深化深化深化

米国、ドイツなど先進国との環境建設分野でのコミュニケーションと連絡を強化し、 モデル

都市創設に有益な知的支持とプロジェクト協力の獲得に取り組む。瀋陽・川崎環境友好型都

市協力覚書の枠組みの下に、各関係者による瀋陽市環境保全モデル都市創設への支持を

獲得する。JICA静脈産業環境工業園試験プロジェクト作業に取り組み、瀋陽と川崎との間の

研究開発活動の実施および資源再生産業の発展を共同で支持する。日本のJFE、ASKを初

めとして、日本の先端的な静脈産業技術と企業を積極的に導入し、省エネ・環境保護産業を

重点とするプロジェクト協力チャンネルを構築する。中日循環型経済研究センターの活動を

推進し、循環型経済技術の研究開発と備蓄を強化し、当市の循環型経済・都市シミュレー

ションシステムを整備する。また、国連環境計画・瀋陽エコ都市プロジェクトの実施を推進する。
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5.当市省当市省当市省当市省エネエネエネエネ・・・・環境保護環境保護環境保護環境保護産業産業産業産業のののの飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的なななな発展発展発展発展のののの推進推進推進推進

遼中近海経済区・環境保護産業基地、張士経済技術開発区、および瀋北新区を重要な

突破口として、国内外の協力と投資誘致を強化し、当市省エネ・環境保護産業の大規模かつ

急速な発展を推進する。対外経済貿易局など関係部門と共同で、関係区・県と日本、フラン

スなど外国との交流および協力折衝作業を完成し、「中仏環境保護産業園」と 「中日環境保

護産業園」などのプロジェクトについて実質的な進捗を獲得することを確保する。2011年末ま

でに、遼中環境保護産業基地で3000万元超のプロジェクトを30件超導入し、年間新規着工

企業が20社に達し、年末に新たに生産を開始／試作する企業が20社に達するように取り組

む。同時に、日本ASK産業園区建設プロジェクト、三井物産輸入廃棄家電分解プロジェクト、

島文廃棄金属高付加価値加工プロジェクト、中天屋「輸入第7類」分解加工プロジェクト、JFE

廃棄ペットボトル高付加価値加工プロジェクト、シンセン嘉達柔軟セメントハイテク製品プロ

ジェクト、青海潔神と浙江富倫、湖南万容環境保護設備製造プロジェクト、青島新天地国内

廃棄家電処理プロジェクト、瀋陽新興銅業廃棄銅高付加価値加工プロジェクトの速やかな獲

得と着工に力を尽くし、2011年に産業基地のプロジェクト生産能力が100億元に達することを

確保する。


