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                                浦項市（韓国）の様子 

第10回 のアジア太平洋都市サミットは 2012年 7月 2７日(金)に 韓国浦項(ポハン)市で開催しま
す。会議のテーマは「低炭素グリーン成長のための都市政策と都市間連携」で、世界的に繁栄し、人口増
を続けるアジアの都市における、CO２削減や環境保全などに配慮した都市の政策や都市間でできる連携
について、市長など都市の首長が発表・議論する場です。 

第10回 アジア太平洋都市サミット 

□開催都市 : 韓国浦項(ポハン)市  

□会議のテーマ: 低炭素グリーン成長のための都市政策と都市間連携  

□参加対象: 市長などの首長（都市代表）、公務員、関連団体、取材記者、学術大会参加者等  

□日  程： 2012 年 7 月 27 日(金)  

     スケジュール 
○ 基調演説  

○ 各代表団の議題発表 

○ 都市間の協議及び議決事項 

○ 共同宣言文の採択 

○ 記者発表  
※ 付帯イベントとして学術大会を同時開催  
   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ストリート・パレード                           浦項国際花火祭り 

第 10 回アジア太平洋都市サミット（7 月２７日：韓国浦項

市）を開催します 
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主な内容 

 □ 市長会議  

   ◦ テーマ:低炭素グリーン成長のための都市政策と都市間連携 

  (発表例)  

     · 環境配慮型グリーン成長産業を基盤とする都市間の経済協力方案  

     · テーマのある都心開発及びWaterfront開発を通じた都市再生政策(事例)の紹介  

     · 環境配慮型産業、経済、交通を通じた低炭素グリーン都市造成政策の紹介  

     · その他低炭素グリーン成長のための都市別優秀政策事例の紹介  

   ◦ 発表者 : 市長または都市代表者  

 

□ 付帯イベント  

   ◦ 学術大会  

     · テーマ : 低炭素グリーン成長を中心とした都市発展方案 

（環境にやさしい都市の開発）  

      (例 : Waterfrontの開発、再生可能エネルギーの普及、低炭素都市交通政策など) 

  ・参加者：教授又は学者 

     

  

 

浦項市（韓国）の紹介 
    浦項市は韓国では太陽が最も早く昇る最東端に位置し、52 万

の人口とPOSCOを含めて250あまりの企業、国際的な学校を有

し、行われている研究分野は POSTECH を含め、優秀な教育施

設、放射光加速器、ナノテクノロジー集中センターなど先端科学

インフラストラクチャーを備える慶尚北道において最大の都市で

す。 

人口：513 千人（2009 年）面積：1,127k ㎡ 

 

都市の目標 

世界へ羽ばたくグローバル浦項 

迎日湾国際コンテナ港開港により21世紀の新しい海洋時代を先導する、国際的なビジネス都市  

次世代技術を先導する最先端都市 

世界のトップ大学・研究機関の一つとその研究者 3000 人といったインフラに基づく次世代の産業競争

力を確保するため、最先端の科学都市として浦項市を促進していく  

グリーン成長を続ける環境にやさしい都市                  
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10 月17 日から12 月8 日にかけて７回にわたり、福

岡市の公民館で韓国浦項（ポハン）市と福岡市の市民交流

会を開催しました。参加したのは、浦項市のセマウル会（ま

ちづくり会）の会員や役員の皆さんなどと福岡市の自治協

議会の役員・ボランティア団体など、地域で活動されてい

る皆さんなどです。市民交流や公民館見学などの毎回1 時

間程度の交流会では、福岡市側の皆さんが浦項市側の参加

者を到着から温かく出迎え、校区での活動の紹介や活動に

ついて意見交換をしたり、お茶会を催したりなど、趣向を

凝らしたおもてなしで交流を深めました。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urc.or.jp/summit/news/newsfukuoka/000423.html 

 

   

実施月日 開催場所 福岡市側 浦項市側 

10月17日 美野島公民館 美野島校区自治協議会 斗湖洞 統長  協議会 

10月20日 美野島公民館 美野島校区自治協議会 上大洞 セマウル会 

10月24日 百道浜公民館 
ふれあいサロン運営ボランティア・ご

み減量ボランティア 
大移洞 セマウル文庫会 

11月7日 春住公民館 春住校区自治協議会 製鉄洞 セマウル婦人会 

11月17日 百道公民館 
高齢者教室運営ボランティア・地域安

全活動ボランティア 
長良洞 自律防災団 

11月29日 高取公民館 国際交流推進委員会 青い浦項２１推進協議会 

12月8日 警固公民館 警固ボランティアネットワーク 浦項南部消防署 義勇消防連合会 

福岡市の公民館で浦項市と福岡市の市民交流会を開催！！ 
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◇ 事務局だより From Secretariat ◇   
 
◇                                               アジア太平洋都市サミットウェブサイト（韓国 

◇                         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ウェブサイト（韓国語

版）をリニューアルオープンしました。 

日本語・英語版に引き続き、韓国語版も改訂したも

ので、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ニューズレ

ターもわかりやすく掲載し、広くサミットの周知を図

っていきます。 

現在、中国語版もリニューアルに向けて準備中です

ので、ご期待ください。 

NEW!!→アジア太平洋都市サミットHP（韓国語版） 

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

アジア太平洋都市サミットHP（日本語版） 

  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/en/ 

アジア太平洋都市サミットHP（中国語版）   

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

dex_c.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 

2012 年7 月 新たに長沙市（中国）が加盟予定！ 

 
【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 
〒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/E-mail：info@urc.or.jp  

 

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。 


