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・・・・・ 目 次 ・・・・・   第 10 回アジア太平洋都市サミット（浦項サミット） 
盛 況 に 開 催 し ま し た ･          

 第１０回アジア太平洋都市サミット（浦項

サミット）を、７月２６～２８日に大韓民国

浦項市で開催し、１０カ国２３都市の代表な

ど、総勢約120 名が参加しました。「低炭素

グリーン成長のための都市政策と都市間連

携」をテーマに開催した浦項市でのアジア太

平洋都市サミットの様子について報告します。 

 

 

      

                  

 
     

   
 
 

 

各都市から集まった代表 

【基調講演】 

「地域社会においての研究大学の役割」  

浦項工科大学総長 金用民氏 

【イポー市(マレーシア)発表】 

「イポー市の雨水農業システム」 

    イ－カムオン局長 

【国連ハビタット発表】
「国連ハビタットのグリーン成長へのアプローチ」 
上級人間居住専門官ラリス・ランカティレケ氏 

【創設市 福岡市長の挨拶】 

福岡市 髙島宗一郎 市長  

【浦項市長より開会の挨拶】 

  浦項市 朴承浩 市長 

http://www.urc.or.jp/summit/mayor/index.html      

 

 

第10 回アジア太平洋都市サミット（浦

項 サ ミ ッ ト ） 盛 況 に 開 催 し ま し

た            ・・・１ 

   

今後のアジア太平洋都市サミット開催

予定             ・・・６ 

 

福岡市でJICA 研修員8 ヶ国12 人を 

受入れ           ・・・７  

【済州特別自治道（韓国）発表】 

「済州オルレ（自然探索路）事業」 

      オ・スンイク 本部長  
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【福岡市（日本）発表】 
「福岡市の環境都市づくり」  

 髙島宗一郎 市長 

【光陽市(韓国)発表】 

    【北九州市（日本）発表】
「低炭素グリーン成長のため 
  の都市政策と都市間連携」 

梅本和秀 副市長 

「低炭素グリーン成長都市の構築」 

      李聖雄 市長 

【熊本市（日本）発表】 

 「低炭素都市くまもとの実現に向けて」 

     原本靖久 環境局長 

【大分市（日本）発表】 

「大分市における低炭素社会の構築」 

     釘宮磐 市長 

【ウラジオストク市(ロシア)発表】 

「ウラジオストクの主な環境政策」 

カルマノプブラディミロビチロマン副市長 

【鹿児島市（日本）発表】 

「鹿児島における低炭素施策について」 

 森博幸 市長 

【浦項市(韓国)発表】 

「浦項市の都心再生戦略」 

   朴承浩 市長 

【特別セッション：宮崎市（日本）発表】 

「口蹄疫からの復興」  

金丸健二 副市長 

【特別セッション：バンコク都（タイ）発表】

「バンコクの洪水防止システム」 

 スワンディバロップ 副知事 

【国連環境計画発表】 

「なぜ、低炭素グリーン成長なのか？」 

      末吉竹二郎氏 

【ジャカルタ特別市(インドネシア)発表】 
「ジャカルタの低炭素緑色成長」 
サガラオウルウィンルスマン 局長 
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【事務局報告】 
  （公財）福岡アジア都市研究所 

理事長 安浦寛人氏 

【次期開催都市挨拶：熊本市（日本）】 

幸山政史 市長 

【2014年開催候補都市挨拶：バンコク都（タイ）】

    スワンディバロップ 副知事 

  
 

 
 

【2015年開催都市挨拶：ウラジオストク市（ロシア）】

   カルマノプブラディミロビチロマン副市長 

【2014年開催候補都市挨拶：長沙市（中国）】 

钟钢 副市長 

会議では、国連ハビタット及び国連環境計画の２国連機関と１３都市の代表者がそれぞれの環境に対する取組みの

状況について発表し、意見交換を行いました。なかでも、特別セッションとして2010 年に口蹄疫の被害に見舞わ

れた宮崎市、昨年洪水の被害に見舞われたバンコク都から、それぞれの都市がどのように被害を克服したか発表が

され、参加者は熱心に聞き入っていました。 

会議の終わりには、参加都市が低炭素グリーン成長を重視した発展をめざし、相互理解と協力に基づき、アジア

太平洋地域の中心都市となることを共通目標とする浦項宣言を採択し、閉幕しました。また、会員都市の議決事項

として、長沙市（中国）の新規加入、2014 年会議開催都市をバンコク都（タイ）または長沙市（中国）とするこ

と、2015 年の市長会議開催都市をウラジオストク市（ロシア）とすることが承認されました。（別表 「第

10 回アジア太平洋都市サミット 議決事項」「第 10 回アジア太平洋都市サミット・浦項共同声明」参

照）会議の状況は、地元のテレビ、新聞などのメディアが報道しました。 

 
                                          

参加都市名（国名） 

・海外会員都市（12 都市） 
  シンガポール、バンコク都（タイ）、イポー市（マレーシア）、ジャカルタ特別市（インド

ネシア）、ウラジオストク市（ロシア）、釜山広域市（韓国）、済州特別自治道（韓国）、光
陽市（韓国）、浦項市（韓国）、広州市（中国）、大連市（中国）、長沙市（中国） 

・国内会員都市（6 都市） 
  大分市、鹿児島市、北九州市、熊本市、宮崎市、福岡市 
・オブザーバー参加都市（5 都市） 
  湛江（中国）、張家口（中国）、深圳（中国）、バリアブンタウ（ベトナム）、ゼネラルティ

ニオ（フィリピン） 
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第１０回アジア太平洋都市サミット 議決事項 
 
 
議題１：長沙市（中華人民共和国）の新規加入を承認する。 

 
 議題２：２０１５年に市長会議を開催し、開催都市はウラジオストク市 

（ロシア）とする。 
 
 議題３：２０１４年の会議開催都市については、開催希望が出されているバンコク都（タイ王国）又は長

沙市（中華人民共和国）のいずれかとし、2012 年11 月までに書面協議にて決定する。 
 
 
議題３について 
 

１．２０１４年の会議開催都市について、通常は市長会議にて開催都市を決定していますが、第 11 回市
長会議（2013 年）での正式決定では準備が間に合わないと考えられるため、2012 年11 月を目途
に書面協議にて決定します。 

 
 ２．また、バンコク都は実務者会議の開催、長沙市は市長会議の開催を希望しているため、２０１４年に

実務者会議、市長会議のいずれを開催するかの決定についても、開催都市の決定と併せて、書面協議
にて行います。 

 
その他 
  

なお、サミット規約上、原則は市長会議の翌年に実務者会議を開催することとしており、２０１６年は実
務者会議の開催を予定しておりますが、開催都市については、2012 年 12 月を目途に開催希望を募り、
第11 回市長会議（2013 年）にて決定します。 

 

 

 
 

第 10 回アジア太平洋都市サミット・浦項宣言 
 
 「第 10 回アジア太平洋都市サミット」は、新しい会員となった中国の長沙市を含めた 10 カ国 23 都市

が参加し、2012 年7 月27 日に大韓民国・浦項市において開催した。今回のサミットは２０１１年8 月に
開催した鹿児島実務者会議の共同声明を受けて「低炭素グリーン成長のための都市政策と都市間連携」をテ
ーマに行った。 
 
 グローバル時代の環境に配慮した都市の発展について幅広く意見交換し、各都市の持つ知識と経験を尊重

し合いながら、すべての会員が持続可能な都市として発展していくことを確認した。 
 
 今回の「第10 回アジア太平洋都市サミット」に参加した都市は、低炭素グリーン成長を重視した発展を目

指し、相互理解と協力に基づきアジア太平洋地域の中心都市となることを共通目標とし、以下の浦項宣言を
採択する。 
 
1.我々は低炭素グリーン成長を実践し、都市間の善意なる競争を通じアジア太平洋地域に新たな活力を与え、

この地域を国際的な競争力を備えた世界の中心として発展させるために努力する。 
 
2 低炭素グリーン成長を基盤とする都市開発や環境問題への対応など、様々な分野における優れた政策と知

識・情報・事例を共有し、未来の繁栄と発展を目指し、相互交流と協力を活発に推進する。 
 
3.アジア太平洋地域のバランスの取れた発展のために、都市の環境問題はもちろん、経済・文化・観光など

の分野における交流の推進が必要だという共通認識を持ち、その実現のために協力する。 
 

                                                2012 年7 月27 日
                                                   大韓民国・浦項にて 
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 会議２日目は、森の製鉄所として有名なポスコや上島洞エコパークなどの視察を行いました。ポスコ敷地内は

 たくさんの木々に覆われ、産業と環境の共生を目指しています。 

現在、市民公園としても整備中の下水処理場である上島洞エコパークでは、参加都市の記念植樹が行われ、都

市名をつけた木々を各都市代表が植樹しました。 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 

       

  
ポスコ記念館で説明を聞いている参加者     ポスコ記念館の入り口にある韓国最初の高炉 

植樹中のジャカルタ代表 植樹中のウラジオストク副市長(右)植樹中の宮崎副市長  
 

      
植樹中のバンコク副知事(右) 植樹中のイポー市代表  
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今回のアジア太平洋都市サミット開催に

あたり、浦項市長をはじめ浦項市の皆様の温

かいおもてなしに心から感謝します。 

今後、アジアへの発展を目指す浦項市で第

10 回会議を開催でき、また親密な雰囲気の

中で、アジア太平洋地域の都市の代表が、こ

れからの世界的なテーマである環境への効

果的な対応策について協議できたことは、大

きな成果となりました。 

  植樹を終えた各都市の代表 

 
                       

 
 

          

 

        

 

 

次期(2013年)市長会議開催都市の熊本市

2014年会議開催候補都市のバンコク都 
実務者会議開催を希望 

今後のアジア太平洋都市サミット開催予定 

2015年市長会議開催都市のウラジオストク市

2014年会議開催候補都市の長沙市 
市長会議開催を希望 

 

アジア太平洋都市サミットの今後の開催は、201３年は熊本市（日本国）でアジア太平洋都市サミット（市長会

議）、また、2015 年はウラジオストク市（ロシア連邦）で、アジア太平洋都市サミット（市長会議）を開催する予

定です。 

201４年は2 都市が会議開催を希望されており、バンコク都（タイ王国）が実務者会議を、長沙市（中華人民共

和国）がアジア太平洋都市サミット（市長会議）開催を希望されています。 

今後のアジア太平洋都市サミットが開催します会議に、会員都市の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げており

ます。 

※2014 年の会議開催都市につきましては、10 月に事務局より、会員都市の皆様に希望をお聞きする予定です

（別にご案内いたします）。 
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福岡市の下水道は、博多湾の水質改善のための高度処理や下水処理水の有効利用など

様々な取り組みを行っています。 

2012 年 8 月 23 日（水）～9 月 28 日（金）にかけてインドネシア、フィリピン

などの8 ヶ国12 名のJICA（独立行政法人国際協力機構）研修員を受け入れています。

JICA は日本政府の政府開発援助（ODA）実施機関の一つであり、国際協力として日本

国内で研修員が専門技術を学ぶ機会を提供しており、今回は「下水道維持管理システム

と排水処理技術」をテーマに下水道計画、アクションプラン作成などの講義と、調整池、

水質試験室など関連施設の視察を行っています。研修員は下水道事業を担う技術者であ

り、帰国後は自国の水環境の改善に取り組むことが期待されています。 

9 月 4 日には研修員は中部水処理センターを訪れ、福

岡市の再生水事業についての研修を受講しました。これは、

都市では安定した水量のある下水処理水を再処理し、トイ

レの洗浄用水や樹木の散水用水として再利用するもので、

1978 年の大渇水を契機に日本で初めて取り組んだ下水

処理水の広域的な再利用であり、供給箇所数386か所は、

日本最大規模です。 

オゾン発生器、ろ過器なども視察した研修員は、魚が住

めるぐらいの水質になった下水処理水が、見た目や臭いが

上水とほぼ変わらないほどの再生水になるまでのプロセ

スを熱心に学んでいました。また料金設定や上水の配管に

再生水が混入しない工夫に関して積極的に質問するなど、

福岡市が市民と一緒に水を大切にするまちづくりに取り組んでいることに感銘を受けていました。 

福岡市でJICA研修員8ヶ国12人を受入れ 
 下水道維持管理システムについて30日間学びます 

都心部のトイレの洗浄水など

が再生水利用であることを示

すステッカー 

講義の様子 

 

4カ国語で作成された再生水事業の説明看板で仕組みを学

びます 
水処理センターの沈でん処理を見学する研修員たち 

 

研修員は「国で再生水システムの導入できるところを提案したい。非常に参考になりました。」と語っていました。 

福岡市は、研修員受入によって下水道維持管理の技術を広く紹介すると共に、海外のニーズ・実状を幅広く把握し、

今後の海外へのネットワーク構築を通じた、国際貢献に取り組んでいます。 

再生水事業を含む福岡市の節水型都市づくりについては、アジア太平洋都市サミットホームページにも掲載してお

りますのでご覧ください。 

 

シリーズ 節水型都市づくり① 福岡市：http://www.urc.or.jp/summit/news/newsfukuoka/000843.html 

http://www.urc.or.jp/summit/news/newsfukuoka/000843.html
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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！  

 

アジア太平洋都市サミット（APCS）会員都市 

●海外(21 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),長沙市（中華

人民共和国）,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 

（公財）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   

URL：www.urc.or.jp/summit/ 

２０１２年９月   


