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APCS（アジア太平洋都市サミット）通信 2011年 5月 第11号 
アジア太平洋都市サミット：Asian Pacific City Summit（APCS）は、1994 年に福岡市の提唱によって設立された国 

際都市ネットワークです。「アジア太平洋の都市の連携とネットワークの構築」を目指し、1994 年から隔年でアジア太平

洋地域の首長が一堂に会す国際会議を開催しており、現在の会員都市は13 か国29 都市です。 

 

 

Ⅰ．実務者会議（鹿児島市）テーマ特集 

  会員都市の環境への関心は？  

  8 月18 日（木）～20 日（土）に日本国鹿児島市で開催する実務者会議のテーマは「持続可能な環境への取

り組み」。会員都市の皆様はどのような分野に関心があるのか、先日のアンケート調査の結果をいっきに発表！ 

Ⅱ．会員都市のベストプラクティス 

  かごしま環境未来館 

  一人ひとりの行動で未来の環境が変えられることを知らせます 

かごしま環境未来館は、２００８年１０月に鹿児島市にオープンした環境について、学び、行動するための

施設です。市民の環境への関心を高めるのに役立っている環境未来館の取り組みは、8 月２０日に実務者会

議でも視察する予定。今回は前もって施設の概要をお知らせします。 

ＦＵＫＵＯＫＡ通信 

 福岡市総合図書館フィルム・アーカイヴ 
 アジアのフィルムセンターをめざして 

 

 

 

  

8 月18 日（木）～20 日（土）に日本国鹿児島市で開催する実務者会議のテーマは「持続可能な環境への取り組

み」です。会員都市の皆様はどのような分野に関心があるのか、先日お聞きしたアンケート調査の結果を発表し

ます。いただいたアンケートは事務局でキーワードで分類・集計させていただきました。たくさん、熱心な回答

をいただき、ありがとうございました。いただいた回答は実務者会議の内容に反映する予定です。（回答詳細につ

いては別添「第９回アジア太平洋都市サミット実務者会議―プログラム企画に関する調査」参照。） 

 

 

キーワード 関心がある都市 ベストプラクティスのある都市 

自然エネルギー・再生可能

エネルギー 

釜山広域市、バンコク都、ホノルル市、

宮崎市 
北九州市、宮崎市、鹿児島市 

大気汚染 
光陽市、済州特別自治道、バンコク都、

宮崎市 
光陽市、大連市、広州市 

海洋汚染、水環境保全、汚

水処理 
大連市、済州特別自治道、宮崎市 大連市、熊本市 

廃棄物処理、廃棄物リサイ

クル 

大連市、バンコク都、ホーチミン市、

ホノルル市、佐賀市 

釜山広域市、ホーチミン市、ホノルル

市、ウラジオストク市、北九州市 

低炭素、省エネ、温暖化 済州特別自治道、佐賀市、宮崎市 済州特別自治道、北九州市、熊本市 

電気自動車、交通システム 済州特別自治道、ホノルル市、大分市 鹿児島市（電動アシスト自転車） 

生態都市、都市計画 浦項市、大連市 浦項市、大連市 

都市緑化、環境保全 
光陽市、ホーチミン市、イポー市、ウ

ラジオストク市、佐賀市 

ホーチミン市、イポー市、ウラジオス

トク市 

  会員都市の環境への関心は？  
実務者会議（鹿児島市）テーマ特集 
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キーワード 関心がある都市 ベストプラクティスのある都市 

住民参加・協働、環境教育、

啓発 
バンコク都、宮崎市、鹿児島市 

ホーチミン市、ウラジオストク市、 

北九州市、佐賀市、鹿児島市 

スマートグリッド ホノルル市   

環境ビジネス 北九州市 北九州市 

分野を超えた連携 広州市、熊本市 広州市 

都市衛生 ホーチミン市 ホーチミン市 

環境マネジメントシステム   宮崎市 

 

キーワード 発表・情報提供できるテーマのある都市 

自然エネルギー・再生可能エネルギー 
北九州市―スマートコミュニティ事業 

鹿児島市―電動アシスト自転車普及・メガソーラー発電所計画等 

大気汚染 

広州市―広州市大気汚染防止及び改善の規定・2010 年第 16 回広

州アジア大会大気保障方案 

光陽市－光陽湾圏の大気汚染の削減方案に関する研究 

大連市－第１１期５ヶ年計画 

海洋汚染、水環境保全、汚水処理 熊本市―地下水保全対策 

廃棄物処理、廃棄物リサイクル 

釜山広域市－生活廃棄物のリサイクルシステムの構築計画 

ウラジオストク市－廃棄物市政目標プログラム 

北九州市－市民参加型廃棄物管理推進事業 

福岡市－家庭ごみ夜間収集 

低炭素、省エネ、温暖化 
熊本市－低炭素都市づくり戦略計画 

福岡市－朝顔カーテン事業等 

生態都市、都市計画 浦項市－テラノバ浦項プロジェクト 

都市緑化、環境保全 

イポー市－“グリーンタウン緑化”プロジェクト 

ウラジオストク市－緑化目標プログラム 

福岡市－朝顔カーテン事業等 

住民参加・協働、環境教育、啓発 

ウラジオストク市－環境教育プログラム 

佐賀市－佐賀環境フォーラム 

鹿児島市－環境カレッジ・環境子どもサミット等 

環境ビジネス 北九州市―アジア低炭素化センター推進事業 

エコツーリズム 
済州特別自治道－都市環境施策（Green City Project：エコツーリ

ズム） 

環境政策・都市政策 

ホーチミン市－美しく現代的な都市づくり・発展プログラム 

北九州市－行動実施計画（グリーン・フロンティア・プラン） 

大連市－第１１期５ヶ年計画 

環境マネジメントシステム 宮崎市－環境マネジメントシステム 
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キーワード 関心がある都市
ベストプラクティスのあ

る都市
具体的な内容

自然エネルギー・再生可能エ
ネルギー

釜山広域市、バンコク都、ホ
ノルル市、宮崎市

北九州市、宮崎市、鹿児島市
鹿児島市ー電動アシスト自転車普及・メガソーラー発
電所計画等

大気汚染
光陽市、済州特別自治道、バ
ンコク都、宮崎市

広州市、光陽市、大連市、済
州特別自治道

広州市ー広州市大気汚染防止及び改善の規定・2010年
第16回広州アジア大会大気保障方案
光陽市ー光陽湾圏の大気汚染の削減方案に関する研究
大連市－第１１期５ヶ年計画

海洋汚染、水環境保全、汚水
処理

大連市、済州特別自治道、宮
崎市

大連市、熊本市 熊本市ー地下水保全対策

廃棄物処理、廃棄物リサイク
ル

大連市、バンコク都、ホーチ
ミン市、ホノルル市、佐賀市

釜山広域市、ホーチミン市、
ホノルル市、ウラジオストク
市、北九州市、福岡市

釜山広域市－生活廃棄物のリサイクルシステムの構築
計画
ウラジオストク市ー廃棄物市政目標プログラム
北九州市ー市民参加型廃棄物管理推進事業
福岡市ー家庭ごみ夜間収集

低炭素、省エネ、温暖化
済州特別自治道、佐賀市、宮
崎市

済州特別自治道、北九州市、
熊本市、福岡市

熊本市ー低炭素都市づくり戦略計画
福岡市ー朝顔カーテン事業等

電気自動車、交通システム
済州特別自治道、ホノルル
市、大分市

生態都市、都市計画 浦項市、大連市 浦項市、大連市 浦項市ーテラノバ浦項プロジェクト

都市緑化、環境保全
光陽市、ホーチミン市、イ
ポー市、ウラジオストク市、
佐賀市

ホーチミン市、イポー市、ウ
ラジオストク市、福岡市

イポー市ー“グリーンタウン緑化”プロジェクト
ウラジオストク市ー緑化目標プログラム
福岡市ー朝顔カーテン事業等

住民参加・協働、環境教育、
啓発

バンコク都、宮崎市、鹿児島
市

ホーチミン市、ウラジオスト
ク市、北九州市、佐賀市、鹿
児島市

ウラジオストク市ー環境教育プログラム
佐賀市ー佐賀環境フォーラム
鹿児島市ー環境カレッジ・環境子どもサミット等

スマートグリッド ホノルル市

環境ビジネス 北九州市 北九州市

分野を超えた連携 広州市、熊本市 広州市

都市衛生 ホーチミン市 ホーチミン市

エコツーリズム 済州特別自治道
済州特別自治道ー都市環境施策（Green City
Project：エコツーリズム）

環境政策・都市政策 済州特別自治道

ホーチミン市ー美しく現代的な都市づくり・発展プロ
グラム
北九州市ー行動実施計画（グリーン・フロンティア・
プラン）
大連市－第１１期５ヶ年計画

環境マネジメントシステム 宮崎市 宮崎市ー環境マネジメントシステム

第９回アジア太平洋都市サミット実務者会議―プログラム企画に関する調査
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Ⅱ．ベストプラクティス 

   かごしま環境未来館  一人ひとりの行動で未来の環境が変えられることを知らせます 

 

  
ユニークな形の建物も含め、敷地全体を緑化し、地球温暖化対策に貢献しているかごしま環境未来館 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境問題は世界共通の問題と気づかせるゾーン１「世界 ４０KW の太陽光パネルを屋上に設置 

はつながっている」 

 

 

参加・体験型の講座で環境について楽しく学びます スタッフとやりとりしながら「考える」プログラムを実施 

 

かごしま環境未来館は、２００８年１０月に鹿児島市にオープンした『環境について、学び、行動する』ため

の施設で、私たちの日常生活や事業活動が、未来の環境に様々な影響を与えていることを知らせています。8

月２０日に実務者会議でも視察する予定で、今回は施設の概要をお知らせします。 

 

基本理念は次の4 点です。 

１．パートナーシップで人と人がつながり、楽しみながら学び、参加･交流する。 

２．行動する人づくりや仕組みづくりを市民等との協働で進め、その成果を発信する。 

３．環境に配慮した生活や行動に踏み出すことを支援する。 

４．環境保全活動に主体的に取り組む人材を育成する。 
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なだらかな曲線を描くユニークな形の建物の屋上だけでなく、敷地全体が緑の芝生で覆われています。 

また、施設は屋上と敷地の緑化による室温上昇の防止やヒートアイランド現象の緩和のほか、地下水を利用

した床冷暖房や地中の安定した温度を活用した空調や太陽光パネルによる発電など、さまざまな自然エネルギ

ーが活用されています。 

館内は主に４つのゾーンに分けられ、海洋漂着物を例に、環境問題は世界全体の問題であり、私たち人類の

営みは、互いに影響しあう関係だと気づかせるゾーン１「世界はつながっている」、人類の活動により地球が

変化し、危機に直面していることを伝えるゾーン２「地球はすでに限界を超えている」、私たちの日々の生活

が地球環境に大きな影響を与えていることを伝えるゾーン３「わたしたちがしてきたこと、わたしたちがすべ

きこと」、４０年前の暮らしから、現在の“便利さ・はやさ・清潔さ”が溢れる生活への変化について考える

ゾーン４「あの日に帰って考える今日という名の未来」となっています。 

その他、参加・体験型の環境学習講座や、リサイクル活動などの体験ができるリサイクル工房、エコなクッ

キングを学ぶための食工房などもあり、市内だけでなく、市外、県外からも多くの来館者があり、施設の開設

と共に市民の環境への関心が高まっていることが分かります。 

 

かごしま環境未来館のHP 

 http://www.kagoshima-miraikan.jp/ 

 

 

                   

◇ FUKUOKA 通信 ◇ 
   福岡市総合図書館フィルム・アーカイヴ アジアのフィルムセンターをめざして 

 

収蔵している映画はアジア各国や日本の名画 

 

  
専用のホールでは継続的に映画を上映 

 
●収蔵している日本の映画  

 福岡に関係がある映像作家 

 日本劇映画   日本記録映画  日本アニメーション 日本実験映画 パーソナルフォーカス など 
●収蔵しているアジア各国等の映画 
 カンボジア  トルコ  マレーシア  韓国  ラオス ベトナム   バングラデッシュ  タイ  カザフス

タン パキスタン  中国 イラン  オーストラリア  インド  インドネシア ニュージーランド  モン

ゴル  スリランカ  フィリピン など 
 

福岡市総合図書館は映画を文化資産として保存するためのフィルム・アーカイヴでもあります。現在、多くの

国で自国や他国の映画遺産を保存するために国営のフィルム・アーカイヴが設立され、中には国際フィルム・ア
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http://www.kagoshima-miraikan.jp/
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_f_j.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_j.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_j2.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_a_j.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_j_j.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_p_j.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i01.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i02.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i03.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i04.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i05.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i06.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i07.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i08.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i09.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i09.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i10.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i11.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i14.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i15.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i16.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i17.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i18.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i19.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i19.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i20.html
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/docs/eizo/sc_i21.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/fu-a/ja/features/vol4/index.html
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ーカイヴ連盟（FIAF)に加盟しているところもあります。日本ではフィルム・アーカイヴ連盟（FIAF)に加盟して

いるのは、東京国立近代美術館フィルムセンターと福岡市総合図書館だけで、日本の地方自治体として加盟して

いる唯一の自治体施設が福岡市総合図書館フィルム・アーカイヴです。 

同フィルム・アーカイヴは、約470 本のアジア映画を収蔵する世界で有数の施設です。福岡市では、１９９１

年から毎年行っているアジアフォーカス・福岡国際映画祭の開催とともに、その上映作品を初めとしたアジア各

国・地域の映画文化に注目し、フィルム・アーカイヴでは映画を文化財として保存すると共に、失われた映画を

高度な技術で修復し、蘇らせるなどもしています。 

 

フィルム・アーカイヴの現状について詳しくご紹介 

 日本語版   http://www.city.fukuoka.lg.jp/fu-a/ja/features/vol4/ 

 英語版    http://www.city.fukuoka.lg.jp/fu-a/en/features/vol4/ 

中国語版   http://www.city.fukuoka.lg.jp/fu-a/zh/features/vol4/ 

韓国語版   http://www.city.fukuoka.lg.jp/fu-a/ko/features/vol4/ 

 

アーカイブライブラリー（日本語版） http://www.city.fukuoka.lg.jp/fu-a/ja/film_archives/ 

 
 
◇ 事務局だより ◇ 
                                                   

アジア太平洋都市サミットHP（日本語版） 

リニューアルオープン！   

アジア太平洋都市サミットのホームページ（日本語

版） をリニューアルオープンしました。 

会員都市の皆様に使いやすく、便利になるように、

会員都市情報を充実、過去の市長会議・実務者会議

の報告書やアジア太平洋都市サミット通信を掲載

し、広くサミットの周知を図っていきます。 

今後、英語版、中国語版、韓国語版もリニューアル

し、充実を図っていきますのでご期待ください。 

 

アジア太平洋都市サミットHP（日本語版）新 

   http://www.urc.or.jp/summit/ 

アジア太平洋都市サミットHP（英語版） 

   http://www.urc.or.jp/summit/index_e.php 

アジア太平洋都市サミットHP（中国語版）   

http://www.urc.or.jp/summit/summit/gaiy

o/index_c.php 

アジア太平洋都市サミットHP（韓国語版） 

http://www.urc.or.jp/summit/summit/gaiy

o/index_k.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニューアルした日本語版。 

英語版・中国語版・韓国語版も順次リニューアル予定 
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★ APCS 通信に掲載する会員都市の皆様からの様々な情報を募集しています！お気軽に情報をお寄せください！  

・ 都市の話題に関するもの（お祭り・イベント・主要な出来事など） 

・ 都市政策に関するもの（総合計画策定・主要な計画の策定・主要な事業の開始・主要な交通インフラ開業など） 

 

 

  

アジア太平洋都市サミット（APCS）会員都市 

●海外(20 都市)オークランド市(ﾆｭｰｼﾞー ﾗﾝﾄﾞ),バンコク市(ﾀｲ王国),ブリスベン市(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ),釜山広域市(大韓民国),大

連市(中華人民共和国),広州市(中華人民共和国),光陽市(大韓民国),ホーチミン市(ﾍﾞﾄﾅﾑ社会主義共和国),香港特別

行政区政府(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(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ共和国),済州

特別自治道(大韓民国),クアラルンプール市(ﾏﾚｰｼｱ),マニラ市(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ共和国),浦項市(大韓民国),上海市(中華人民共

和国),シンガポール,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) 

 ●日本国内(9 都市)鹿児島市,北九州市,熊本市,宮崎市,長崎市,那覇市,大分市,佐賀市,福岡市 

 

 

【編集・発行】 アジア太平洋都市サミット事務局 

（財）福岡アジア都市研究所 

 市場留美 大関麻里子 

〒810-0001 福岡市中央区天神１-１０-１ 

 福岡市役所北別館６階 

電話：092-733-5687 

  FAX：092-733-5680  

 http://www.urc.or.jp/summit/index.php 

E-mail：ichiba@urc.or.jp  ozeki@urc.or.jp 

２０１１年５月   
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