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■ ごあいさつ ~ Greetings ~

　当協議会は、アジア等の新興国において急速
に高まる環境共生型都市開発へのニーズに一元
的に応えるため、幅広い業界にわたる我が国国
内企業が“ジャパンチーム”を形成し、構想・企画
といった川上段階から官民一体となって環境共
生型都市開発事業の推進に貢献することを目的
に2011年に設立されました。

　目覚ましい発展を遂げるアジアの新興国等に
おいては、大幅な人口増加による急激な都市化
の進展によって、様々な都市・環境問題の解決に
向けた環境共生型都市開発のニーズが高まって
います。日本は、20世紀後半の高度成長の中で
様々な社会構造の変化を経験し、今日の先端都
市を短期間で築き上げてきました。その都市開発
経験を通じて獲得した課題解決のノウハウは、現
在高度成長の只中にある国々や都市にとって、先
行モデルとなり得るものであると考えられ、現に、
アジア諸国からは日本の協力に対する大きな期
待が寄せられています。

　このような背景を踏まえ、当協議会では国土交
通省のご支援を受け、株式会社海外交通・都市
開発事業支援機構（JOIN）、独立行政法人国際
協力機構（JICA）等の関係機関の皆様との連携
を図りながら、新興国の経済発展に貢献すると同
時に、会員企業の皆様の新興国のビジネス開拓、
拡大に寄与する情報発信、機会の提供に努めて
まいります。

   J-CODE was established in 2011 in order to respond 

to the rapidly growing demands of emerging Asian coun-

tries on eco-friendly urban development projects in an 

integrated manner. Incorporating the joint efforts of 

government offices and private sector as “Team Japan” ,  

J-CODE strives to promote eco-friendly urban develop-

ment from the initial stage of conceptual design to 

consistent operation.

  As emerging Asian countries have grown rapidly in 

population and in urbanization, there is a growing 

demand for eco-friendly urban development and solu-

tions concerning urban environmental problems.  Japan 

has experienced changes in various social structures 

during the high growth era in the late 20th century and 

has become a thriving modern country in a very short 

time.  Technology and trouble-shooting know-how that 

have been acquired in the process of urbanization 

provide an important model for emerging countries. 

There is currently a great demand for cooperation 

between Asian countries and Japan.

  With this background, J-CODE is supported by the 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

(MLIT) and works together with Investment on Japan 

Overseas Infrastructure Investment Corporation for Trans-

port & Urban Development ( JOIN), and Japan Interna-

tional Cooperation Agency ( JICA), J-CODE endeavors 

to contribute to the economic development of emerging 

countries as well as to find business markets, expand the 

information hub and provide opportunities.

亀井 忠夫
一般社団法人 海外エコシティプロジェクト協議会 代表理事・会長

J-CODE Chairman

Tadao Kamei
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■ 目的 ~ Objective ~

To create eco-friendly and self-sustainable urban city in Asian countries 
using the technology and experience accumulated in Japan.

アジア等の新興国において、日本が蓄積した技術と経験で
環境に優しく持続可能な都市をつくり出したい

■ 日本の都市開発の経緯
各成長段階で異なる都市問題に直面し、その都度適切な解決策を実施
Executed the best solution at each stage of urbanization process
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~ History of urban development in Japan ~

1960～ 1980～ 2000～高度経済成長期
High economic growth era

安定成長期
Stable growth era

成熟期
Matured era

都市部への人口集中による住宅の不足
Housing shortage due to the population 
concentration in urban areas

モータリゼーションの進行に伴う
交通渋滞の深刻化
Serious traffic 
congestion due to 
increasing numbers 
of vehicles on roads

急速な都市化によるインフラ（電気、水等）の不足
Shortage of infrastructure (electricity and 
water supply) due to rapid urbanization

大気汚染、水質汚濁等の環境問題、
公害の発生
Emergence of environmental pollution 
of air and water

都市型洪水の顕在化
Revealed flood problem in urban area

生活水準の向上に伴う
高品質の住環境ニーズの高まり
Increasing demand  for good 
quality housing due to the high 
standard of living

産業構造の変化による低未利
用地（ブラウンフィールド）の発生
Emergence of undeveloped lands 
which are not fully utilized due 
to the changes of industrial 
structure

環境意識の高まり
Increasing awareness of 
environmental issues

住宅及び宅地の大量供給
Massive supply of 
housings and 
residential land

河川対策・流出抑制手法
Pollution and flood control measures

公共交通優先の街づくり（TOD型）
Priority put on public 
transportation in city 
planning (TOD)

エコシティ・スマートシティの
実践
Realization of the 
eco-city/smart-city vision

環境負荷の少ないまちづくり
ニーズの高まり
Increasing needs in urban 
planning with less 
environmental impact

少子高齢化・人口減少に伴う
中心市街地の活力低下
Decline of city-center activities 
due to an aging society with a 
declining birthrate and 
decreasing population

住宅ストックの老朽化
Deteriorating housings

都市政策を
実現するための法制度及びインフラ整備
Infrastructure improvement and 
development of legislative system for 
realizing urban policy

住宅性能水準の向上
Improving housing standards

ブラウンフィールドの開発
Utilization of undeveloped lands

資源循環の取組
Development of recycling 
measures for resource

水・緑環境に配慮したまちづくり
Urban planning considering 
water and green environment

少子高齢化対応のまちづくり
Urban planning dealing with an 
aging society and declining 
birthrate

ストック再生
Revitalization of existing 
housings

EV充電スタンド
（EV Charging station）

調整池
（Retention Pond）

大気汚染
（Air pollution）

洪水
（Flood）

老朽住宅地
（Deteriorating housing）
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■ 沿革 ~ History ~
平成23年10月
（October 2011）

海外エコシティプロジェクト協議会設立

Investment in Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development ( JOIN)

Establishment of Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities ( J-CODE)

平成26年10月
（October 2014）

株式会社海外交通・都市開発支援機構（JOIN） 設立発起人として出資

平成26年11月
（November 2014）

中国ワーキンググループ設置
ベトナムワーキンググループ設置

Decision to establish general incorporated associations平成26年7月
（July 2014）

一般社団法人化

■ 事業活動 ~ Business Activities ~

■ 政府機関と連携したジャパンチームの形成
~ With the cooperation of government offices,
   J-CODE unifies Japanese companies as “Team Japan” to execute its mission ~

Decision making on visions and proposals of eco-city development

Cooperation and exchange of information on eco-city development

Building a private-sector consortium concerning eco-city development

Execution of feasibility-research concerning eco-city development

Investment in organizations concerned with improvement in cooperation and promotion 
of eco-city development

１  エコシティ開発事業に関するビジョン、提言の策定

２  エコシティ開発事業に関する情報収集及び関係者等との交流・連携

３  エコシティ開発事業に係る民間コンソーシアムの形成

４  エコシティ開発事業に係るフィージビリティ調査の実施

５  エコシティ開発事業の推進のために連携強化等が必要とされる関係機関等に対する出資

政府間交流政府間交流 JOIN 、JICA等との連携JOIN※、JICA等との連携

海外の都市開発ニーズ
Demands for overseas urban development

Interaction between National / Local GovernmentsInteraction between National / Local Governments Collaboration with JOIN  and JICACollaboration with JOIN※ and JICA

Japan team
エネルギー

Energy supply

金  融
Financing

計画・設計
Planning and design

建  設
Construction

不動産
Real estate development

機器・システム
Instrument and system supply

※J-CODEはJOINの設立発起人です。
　J-CODE is a promoter of JOIN.

Establishment of China working group

Establishment of Vietnam working group

平成27年10月
（October 2015）

ミャンマーワーキンググループ設置 Establishment of Myanmar working group



- 4 -

■ 組織体制 ~ J-CODE Structure ~

■ 国別の活動状況について ~ Activities in respective WG ~

ベトナムワーキンググループ
Vietnam Working Group

プロジェクトチーム　Project Team

プロジェクトチーム　Project Team

プロジェクトチーム　Project Team

ミャンマーワーキンググループ
Myanmar Working Group

中国ワーキンググループ
China Working Group

企画委員会
Planning Committee

理事会
Councils

海外機構懇談会
Round table conference by members who 
have financially contributed to JOIN.

社員総会
General meeting of members

監 事
Inspectors

事務局
Secretariat

プロジェクトチーム　Project Team

中国ワーキンググループ　China Working Group
（１）個別地区における事業化検討
（２）G-G枠組みの下での日中協力PJの案件形成

（３）スマートシティ事業の推進支援と案件形成
（４）都市地下空間利用等に関する交流会の開催
（５）会員企業等から持ち込まれるプロジェクト案件の事業化検討

ベトナムワーキンググループ　Vietnam Working Group
（１）個別地区における事業化検討、情報収集
（２）PT組成及びそのフォロー
（３）会員企業等から持ち込まれるプロジェクト案件の事業化検討

（４）事業案件候補地視察、現地デベロッパー等との情報交換・交流会の開催
　  及びベトナム都市開発関連の情報提供

ミャンマーワーキンググループ　Myanmar Working Group
（１）公共貢献、都市景観、環境配慮における、ODAと連携した公有地活用検討、TODに着目した案件形成

（２）PT組成及びそのフォロー
（３）関係者との交流会実施
（４）日本・ミャンマー住宅都市産業協議会（JMHU）との連携

Feasibility study in respective project

Planning of Japan-China cooporation project under framework between National / Local governments

Supporting promotion and planning of smart-city project

Holding exchange meeting on utilizing urban underground spaces

Feasibility study and collecting information of respective project

Formulation and support for Project Team

Inspecting proposed sites for business, holding exchange meeting with local developer and providing information 
related to urban development in Vietnam

Considering utilization of public land collaborating with ODA focusing on public contributions, urban landscape, 
eco-friendly, and planning project focused on TOD

Feasibility study of the project brought in by J-CODE members

Formulation and support for Project Team

Holding exchange meeting with the parties concerned

Collaboration with Japan-Myanmar Association for Industry of Housing and Urban Development ( JMHU)

Feasibility study of the project brought in by J-CODE members
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（一社）海外エコシティプロジェクト協議会事務局 （UR都市機構内）
お問い合わせ先

〒231- 8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー
TEL.045-641-4771

Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities Secretariat

For further information

Add. : Urban Renaissance Agency , Yokohama I-Land Tower,
           6-50-1 Honcho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231- 8315, Japan
Tel. : +81-45-641- 4771

http://www.j-code.jp/

一般社団法人 海外エコシティプロジェクト協議会
Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities

東京都中央区八重洲一丁目３番７号
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