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1 日目: 2009 年 2 月 24 日 (火) 

 

08:30-09:00  受付  

09:00-09:30  開会挨拶 

・ 小野川和延 国連地域開発センター所長  

・ 白石順一 日本国環境省水・大気環境局長 

主賓演説  

・ Chung Jong Hwan 韓国国土海洋部長官（大臣級） 

 

09:30-10:00 写真撮影 & 休憩  

10:00-11:30  全体会合１ 
愛知宣言とコベネフィット  

発表者: Lloyd Wright 

議長:  

小野川和延 UNCRD

11:30-12:20 全体会合２ 
 フィリピンにおける EST 推進と国家 EST 戦略の開発 
  発表者：Anneli R. Lotoc, Teresita Samson Castillo, Ildefonso Tiglao Padtu, 
Jr. 
 

議長:  

Peter G. Midgley

gTKP 

12:20-13:20 昼食 

13:20-15:00  

 

 

参加国におけるＥＳＴの政策・取組み事例等の発表  

参加国が分科会にわかれ、EST に関する各国の政府イニシアティブや政策の進捗、そして以下の４つの分野

に焦点をあてた今後の取組みについて発表 

(1) 公共交通計画と交通需要管理（TDM） 

(2) 内燃機関によらない交通（NMT） 

(3) 交通分野の大気汚染対策としての土地利用対策 

(4) 交通分野における安全対策と健康被害問題 

 

政策対話 

政策対話では既存の政策、制度のギャップを評価し、各国の経験から得たベストプラクティス、政策手段、

方法や技術等を共有 

分科会１ 

国別発表 

議長：Anneli R,Lontoc 

タイ 

モンゴル 

アフガニスタン 

ラオス 

-政策対話 

分科会２ 

国別発表 

議長：Rohana Kumara 

韓国 

インドネシア 

バングラデシュ 

ネパール 

-政策対話  

分科会３ 

国別発表 

議長：Bharat Bhushan 

日本 

マレーシア 

パキスタン 

ベトナム 

-政策対話  

15:00-15:20  休憩 

15:20-16:45  分科会４ 分科会５ 分科会６ 

国別発表 

議長：Sommad Pholsena 

スリランカ 

ブルネイ 

モルジブ 

-政策対話 

国別発表 

議長：Idevkhten Doloonjin 

シンガポール 

ミャンマー 

ブータン 

-政策対話 

国別発表 

議長：Qiamuddin Djallalzada 

中国 

インド 

カンボジア 

-政策対話 

16:45-17:05  休憩 

17:05-17:50  

 

全体会合３ 

EST 推進における連携と相乗効果 

1. 世界保健機関（WHO）によるプレゼンテーション 

2. 国連環境計画（UNEP-Nairobi）によるプレゼンテーション 

3. CAI-Asia によるプレゼンテーション 

議長:  

Young-Woo Park 

UNEP アジア太平

洋地域事務所 

19:00-21:00  歓迎レセプション 

韓国国土海洋部 主催 

 



 

2 日目:  2009 年 2 月 25 日 (水) 

9:00-11:00 

 

 

 

全体会合４ 

内燃機関によらない交通（NMT）の成功事例（都市） 

1. Jeroen Buis 氏によるプレゼンテーション 

2. Karl Fjellstrom 氏によるプレゼンテーション 

3. Peter G. Midgley 氏によるプレゼンテーション 

4. Marie Thynell 氏によるプレゼンテーション 

 

公開討論(15 分) 

議長: 

Sunil Kanti Bose 

バングラディシュ 

 

11:00-11:20 休憩  

10:30-12:00 全体会合 ５ 

各分科会における重要な所見や政策提言の報告 

議長:  

Vuba Raj Pandey 

ネパール 

 
 1. 分科会 1の報告 – C.R.C. Mohanty 

2. 分科会 2の報告 – Johannes Heister 

3. 分科会 3の報告 – Cornie Huizenga 

4. 分科会 4の報告 – Jamie Leather 

5. 分科会 5の報告 – Simon K.W.Ng 

6. 分科会 6の報告 – Sophie Punte 

 

公開討論(5 分) 

12:00-13:00 昼食 

13:00-14:15 

 

全体会合 ６－１ 

交通分野における低炭素とグリーン成長 

1. 世界銀行によるプレゼンテーション 

2. アジア開発銀行(ADB)によるプレゼンテーション 

3. 日本環境省によるプレゼンテーション 

4. 国際協力機構(JICA)によるプレゼンテーション 

5. 日本国土交通省によるプレゼンテーション 

議長:  

Supat Wangwongwatana

タイ 

14:15-14:30  休憩 

14:30-16:10  

 

全体会合 ６－２ 

交通分野における低炭素とグリーン成長 

6. CAI-Asia によるプレゼンテーション 

7. 国連アジア太平洋経済社会委員会(UNESCAP)によるプレゼンテーション 

8. 韓国交通研究院(KOTI)によるプレゼンテーション 

9. 韓国国立環境研究院によるプレゼンテーション 

 

公開討論(35 分) 

議長:  

調整中 

16:10-16:30  休憩  

16:30-17:50 全体会合７ 

 ソウル宣言の採択 

・ソウル宣言の採択：アジアにおける低炭素社会・グリーン成長への環境的に 

持続可能な交通（EST）の推進に向けて 

・第５回会合について 

 

議長:  

Hong Soon Man 

 韓国 

小野川和延 

 UNCRD 

17:50-18:00  閉会セッション  

 ・ 韓国国土海洋部 

・ UNCRD 所長 小野川和延 

 

 



 

3 日目:  2009 年 2 月 26 日 (木) 

 

9:00-13:00 フィールドトリップ:  

韓国国土海洋部の主催による韓国における EST ベストプラクティスや施行の

見学及び共有 

 

  

１:  ソウル市の BRT(Bus Rapid Transit)とバスの改善 

２:  Cheonggyecheon 川流域の復旧 

３:  ソウル市の高度道路交通システム 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
連絡先   
詳細については、下記にお問い合わせください。 

国連地域開発センター 

環境部門 

TEL  052-561-9531/9481 

FAX  052-561-9375 

E-mail  environment@uncrd.or.jp 

UNITED NATIONS 
CENTRE FOR REGIONAL DEVELOPMENT 


