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Chairperson's Summary 
The 12th Northeast Asian Conference on Environmental Cooperation 

November 24-26, 2003 
Toyama, Japan 

 
 
1. The 12th Northeast Asian Conference on Environmental Cooperation (NEAC) 

was held on November 24-26, 2003 in Toyama City, Toyama Prefecture, Japan. 
The conference was organized by the joint efforts of the Ministry of the 
Environment, Japan, Toyama Prefecture, Toyama City, and the Northwest 
Pacific Region Environmental Cooperation Center (NPEC). Delegates from 
central and local governments and research institutions of the People's Republic 
of China, Japan, Mongolia, the Republic of Korea, and the Russian Federation, 
as well as the representative from United Nations Environment Programme 
(UNEP), participated in this conference. 

 
2. The subjects discussed at the 12th NEAC were as follows: 
 

a) Preservation of the Marine Environment 
b) Creating a Recycling Society 
c) Environmental Cooperation Initiatives by Local Authorities 

 
3. The conference opened with an introductory speech by Mr. Toshiro Kojima, 

Director-General of the Global Environment Bureau of the Ministry of the 
Environment, Japan, followed by welcoming addresses from Mr. Yutaka 
Nakaoki, Governor of Toyama Prefecture, and Mr. Masashi Mori, Mayor of 
Toyama City. 

 
4. Following the opening ceremony, NEAC held a symposium on Dust and 

Sandstorms (DSS) with a large audience. The symposium was composed of a 
keynote speech and a panel discussion, which aimed to deepen the understanding 
of DSS for all participants. A keynote speech entitled "Behavior of KOSA 
particles over the Taklamakan desert: Effect of KOSA on the environment in 
East Asia," informed the monitoring of DSS (KOSA or Asian dust). The speech 
drew attention to the fact that the understanding of DSS was not high, that DSS 
events are essentially relating with global environment, and that international 
cooperation is essential for DSS research. In the panel discussion, most of the 
panelists highlighted the results from their monitoring.  It was especially noted 
that establishing a DSS forecast and early warning network for Northeast Asia is 
important and that each country is encouraged to facilitate sharing DSS 
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monitoring data and technical skills in the region. The remarks were also 
expressed from some participants that the recent severe impacts of DSS were 
partly due to the desertification of grasslands. The conference took note of 
several initiatives presented by some participants including ADB-GEF project 
which attracted much attention. 

 
5. Preceding the sessions, the representatives of each country and international 

organization presented their recent development of environmental policies. The 
conference noted the following points: 

 
a) Many initiatives have already developed.  
b) They cover a variety of issues from local to global environmental issues and 

from urban pollution to natural resource management.  
c) These presentations updated the perception of each participant. 
d) They were a good basis for further discussion.  

 
The conference recognized that the 8th Special Session of the UNEP Governing 
Council and the 5th Global Ministerial Environmental Forum would be held in 
March 2004 on Jeju Island.     

 
6. Session one, “Preservation of the Marine Environment” focused on the various 

efforts for both onshore and offshore environment. The conference noted the 
following points: 

 
a) Marine issues cover a variety of aspects from pollution to fishery, natural 

resource management, integrated coastal management, and environmental 
risk assessment and management.  

b) In this regard, marine issues play as “show-window” to achieve sustainable 
development. 

c) Many approaches have been practiced to mobilize initiatives of 
environmental conservation by applying a mixed policy, which can includes 
monitoring, regulation, research, information, education, investment strategy, 
and economic instruments. 

 
7. Session two, “Creating a Recycling Society” focused on the various efforts from 

both the public and private sectors in each country. The conference noted the 
following points: 

 
a) To create a recycling society, it is important for various actors to share the 

responsibilities and financial burdens.  
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b) Local governments should take the main role in this field whereas national 
governments should play an important role for institutional support. At the 
same time,  international cooperation should also be promoted. 

c) Establishing framework for achieving sustainable development should be 
promoted through enhancing capacity building, economic incentives, and 
technology development. 

 
8. Session three, “Environmental Cooperation Initiatives by Local Authorities” 

focused on the various efforts pursued by local governments of each country. 
The conference noted the following points: 

 
a) Various types of international cooperation of local authorities have already 

developed in this region. 
b) To promote this kind of cooperation, it is important to exchange information 

from experiences at every opportunity, such as this conference. 
c) Local authorities have great potential to enhance participation through 

stakeholders such as the public, businesses, and NGOs into the international 
environmental cooperation.  

 
9. All participants welcomed the proposal by the Republic of Korea to host the 13th 

NEAC in 2004. The dates, venue, duration, and agenda of the conference will be 
decided by the host country in collaboration with the other participating 
countries at least three months prior to the meeting. 

 
10. The participants expressed their appreciation for the gracious hospitality of the 

Ministry of the Environment of Japan, Toyama Prefecture, Toyama City, and 
NPEC. Also, mutual gratitude for the successful conclusion of this 12th NEAC 
was exchanged. 
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議長総括（仮訳） 
第 12 回環日本海環境協力会議 

2003 年 11 月 24－26 日 
富山市、日本 

 
 
１．第 12 回環日本海環境協力会議（ＮＥＡＣ）は、2003 年 11 月 24－26 日、日本国富山

県富山市において開催された。同会議は、日本国環境省、富山県、富山市及び財団法

人環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ）により共同で開催された。会議には、中華

人民共和国、日本、モンゴル、大韓民国、ロシア連邦の中央、地方政府及び研究所、

並びに国連環境計画（ＵＮＥＰ）の代表が出席した。 
 
２．第 12 回ＮＥＡＣで討議された議題は、以下のとおりである。  
 ａ）海洋環境の保全 
 ｂ）循環型社会の形成 
 ｃ）地方公共団体を中心とした北東アジア地域の環境協力 
 
３．会議ではまず、小島敏郎環境省地球環境局長が開会のスピーチを行い、続いて中

沖豊富山県知事、森雅志富山市長が歓迎の挨拶を述べた。 
 
４．開会式に続き、黄砂に関するシンポジウムが、多くの聴衆を得て開催された。シ

ンポジウムでは、参加者全員の黄砂に対する理解を深める目的で、基調講演とパネル

ディスカッションが行われた。「タクラマカン砂漠上空の黄砂：黄砂の東アジアにお

ける環境影響を考える」と題した基調講演では、黄砂モニタリングについて紹介され

た。講演では、黄砂の理解はあまり進んでいないこと、黄砂現象は必然的に地球環境

と関連していること、そして黄砂研究のためには、国際的な協力が不可欠であること

について注意が喚起された。パネルディスカッションでは、多くの参加者が、各々の

モニタリングの現状と結果について報告した。特に、北東アジア地域において黄砂の

予測と早期警戒ネットワークを構築することが重要であり、各国が、同地域における

黄砂モニタリングデータと技術的手法の共有を推進することが奨励された。近年にお

ける黄砂の激しい影響は、草地の砂漠化に因っている面があることを指摘する参加者

もみられた。また、会議では、多くの注目を集めているＡＤＢ・ＧＥＦプロジェクト

を始めとして、参加者が発表した種々のイニシアティブに留意した。 
 
５．セッションに先立って、各国及び国際機関の代表が、各々の環境政策の進展につ

いて報告を行った。会議で確認された点は、以下のとおりである。 
 ａ）多くのイニシアティブが既に実施されていること。 
 ｂ）これらのイニシアティブには、地域的なものから地球的な環境問題まで、そ   

して都市環境汚染から天然資源管理までの様々な問題を含んでいること。 
 ｃ）報告によって、参加者各々の認識が新たなものとなったこと。 
  ｄ）これらの報告は、今後の議論のためのよい基礎となること。 
   会議では、ＵＮＥＰ管理理事会の第８回特別会合及び第５回閣僚級グローバル 
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環境フォーラムが 2004 年３月に済州島で開催されることを認識した。 
  
６．セッション１「海洋環境の保全」では、海岸と沿岸の環境に係る様々な努力に焦

点が当てられた。会議で確認された点は、以下のとおりである。 
 ａ）海洋問題は、汚染から、漁業、天然資源管理、環境リスクの評価とマネジメ   

ントまで様々な側面を有していること。 
  ｂ）このことと関連して、海洋問題は、持続可能な開発を達成するための「シ    

ョウウィンドゥ」の役割を果たしていること。 
  ｃ）モニタリング、規制、調査、情報、教育、投資戦略、経済的手法などを含む、

ポリシー・ミックスを適用することによって、環境保全のイニシアティブを

動員するために、多くのアプローチが実施されてきていること。 
 
７．セッション２「循環型社会の形成」では、各国の公共及び民間セクターによる様々

な取組が報告された。会議で確認された点は、以下のとおりである。 
 ａ）循環型社会を作るためには、様々なセクターが責任と財政負担を分担するこ   

とが重要であること。 
 ｂ）この分野においては、地方公共団体が主要な役割を果たしているが、中央政   

府もまた組織的支援のために重要な役割を担っていること、同時に国際的な 
協力もまた推進されるべきであること。 

 ｃ）対処能力向上、経済的インセンティブ及び技術開発を通じて、持続可能な開   

発を実現するための枠組みの構築が推進されるべきであること。 
 
８．セッション３「地方公共団体を中心とした北東アジア地域の環境協力」では、こ

の地域においては、参加国の地方公共団体が率先して国際環境協力を推進している事

例が報告された。会議で確認された点は、以下のとおりである。 
 ａ）この地域においては、地方公共団体による様々な種類の国際協力が進められ   

ていること。 
 ｂ）このような協力を推進するためには、この会議のような機会を捉えて、経験   

についての情報交換が重要であること。 
 ｃ）地方公共団体は、国際環境協力における国民、企業、ＮＧＯを始めとする利   

害関係者の参加を強化することについて大きな可能性を有していること。 
 
９．全ての参加者は、2004 年の第 13 回環日本海環境協力会議を主催するという韓国の

申し出を歓迎した。会議の開催日程、場所、期間及び議題は、少なくとも会議の３ヶ

月前に、主催国が他の参加国と協議して決定する。  
 
10．参加者は、日本国環境省、富山県、富山市及び財団法人環日本海環境協力センタ

ー（ＮＰＥＣ）による、歓待と、第 12 回環日本海環境協力会議を成功裡に主催したこ

とに対し、深い感謝の意を表明した。  
 

- 12 -


	2. 議長総括
	Chairperson's Summary
	議長総括（仮訳）




