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 201１年秋に長沙市（中華人民共和国：湖南省）がアジア

太平洋都市サミットに加入申請しました。今年、7 月２６～

29 日に韓国浦項市で開催予定の第 1０回アジア太平洋都市

サミットで、30 番目の都市として加入予定です。 

長沙市は湖南省の省都で、政治・経済、文化・科学、教育、

商業・ビジネス、金融、情報などの中心地であり、観光地と

しても有名で「星の町」とも呼ばれています。 

長沙市は23 カ国36 都市と友好関係、友好経済交易関係

を結び、経済の発展を推進しています、 

また、三千年の悠久たる歴史があり、歴史的にも有名な都

市です。千年古都として、山、水、中洲と城閣などが楽しめ、

観光やグルメで湖南文化を満喫できます。 

中国国内で初めて認定された「歴史、文化名城」「優秀観

光都市」であり、近年は米誌（フォーブス）から「中国大陸

で も観光発展に適している都市」の一つに選ばれました。

また、三年連続で「中国で も幸せを感じさせる都市」のト

ップ１０入りを果たし、「中国の 優秀国際イメージ」「中国

ブランド都市」などでもトップ１０の名誉に輝くほか、国か

らは森林都市、緑の都市に名づけられました。「創業の都市、

住み心地よい町、幸せのホームランド」として、発展を続け

ています。 

                           

現在、13 カ国 29 都市が会員都市のアジア太平洋都市サ

ミットは、長沙市の加入で13 カ国30 都市となります。 

 

長沙市（中国）が30番目の会員都市として加入申請。長沙

市についてご紹介！   
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長沙市の都市データ 

 

人 口：704.4 万人（2010 年） 

世帯数：207.54 万戸 

面 積：11,819km2 

人口密度：596 人/km2 

産業構造：第一次産業 55.70 億元（1.2%）・第二次産業 3151.68 億元（67.9%）・第三次産業

2224.27 億元（30.9%）（2011 年） 

主要産業：エンジニアリング機械、自動車、自動車部品、生物医薬、新素材、タバコ・花火 

姉妹・友好城市：鹿児島市（日本）、亀尾市（韓国）、サンパウロ市（アメリカ）、チョアチュー港湾

都市（シンガポール）、アナポリス（アメリカ）、ビクトリア（カナダ）、フリブール（ス

イス）、オーバーン（オーストラリア） 
 

長沙市ウェブサイト 

 http://www.changsha.gov.cn/ 

    

 

 
知っていますか？ホストシティ浦項市（韓国） 

浦項サミット（7月26～29日）開催間近！  

 

浦項市は朝鮮半島の 東端に位置し、半島で一番

初に日が昇る日の出の町です。世界的に有名な鉄鋼企

業、ポスコ製鉄所を中心に、250 あまりの企業、国

際的な学校を有し、研究分野でも浦項工科大学を含め

た、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の先端科学インフラストラクチ

ャーを備え、韓国の産業近代化を導いてきました。 

現在は、鉄鋼産業の高度化とともに先端科学施設の

集積及び次世代成長の基礎となる産業の集中的育成、

国際交易により、地域産業構造の多角化を図っていま

す。 
韓国ではアジア太平洋に近い浦項市 

 
 

 
浦項サミット（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 26 日(木)～29 日(日)  

          7 月 26 日(木)  接見、歓迎レセプション  

          7 月 27 日(金)  市長会議(会員都市の発表)、共同宣言の採択、ディナー（歓送会） 

7 月 28 日(土)  市内ツアー、「浦項国際花火祭り」参加            
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一方、海も山もある自然に恵まれた環境で、観光やリゾートも楽し

めます。とりわけ、韓国一の水揚げ量を誇るカニや魚など海産物も豊

富で、グルメが充実しています。 

また、1970 年代には韓国全土で取り組まれた地域づくりのため

の″セマウル運動(新しいまちづくり)″の発祥の地となりました。 

               近は、ドンビン運河の改修工事

など、環境面に配慮した政策や事業

等も積極的に進めています。今回の

浦項サミットでは、会員都市の市長

と「低炭素グリーン成長のための都

市政策と都市間連携」について、活

発な意見交換を行う予定です。多く

の会員都市の皆様の参加をお待ち

しています。 

浦項市について：             

http://www.urc.or.jp/summit/city/korea/pohang/index.html 
 

浦項市の都市データ 
人口：521 千人（2011 年） 世帯数：199 千世帯（2011 年）  

面積：1,129k㎡（2011 年） 人口密度：456 人/k㎡（2011 年） 

行政区域：2区29邑面洞(2011年)   
予算規模：11,610 億ウォン（2012 年） 

産業別市内総生産（2009 年）： 

   第１次産業 2,283億ウォン（1.6%） 

   第２次産業 75,248 億ウォン（52.1%） 

   第３次産業 66,991 億ウォン（46.3%)  

輸出輸入実績（2011 年）： 

   1. 輸出:12,448 百万US ドル   2. 輸入:13,796 百万US ドル 

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 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、 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 

主要プロジェクト： 

迎日湾港周辺の工業団地建設・迎日湾での一般産業団地建設・世界へ広がる交通網の構築・夢と

希望にあふれた、環東海の中心都市としての浦項の新しい将来像の実現・海洋ニュータウン／迎

日湾大橋の建設・次世代技術を先導する 先端の都市・東賓内港再建事業・中央商店街内を流れ

る小川 

姉妹都市等（国名） 

琿春市（中華人民共和国）、福山市（日本）、ロングビーチ市（アメリカ合衆国）、ビッツバー

ク市（アメリカ合衆国） 
 

浦項市ウェブサイト   
http://www.ipohang.org/ 

http://www.urc.or.jp/summit/city/korea/pohang/index.html
http://www.urc.or.jp/summit/city/korea/pohang/index.html
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 シリーズ節水型都市づくり第2 回目は福岡市における水道管の漏水防止対策です。水

道管からの漏水は、水道管の経年劣化や腐食、交通荷重による破損など様々な要因によ

り発生し、管が高い水圧を保っているため、漏水量はどんどん増加します。 

水道事業において漏水防止対策は必要不可欠な施策

といえ、かつて漏水率38.6％の福岡市が、現在は2.6％

と世界トップクラスとなった技術についてご紹介しま

す。 

 
福岡市の漏水防止対策は、基礎的対策と対症療法的対策、予防的対策の 

3 つを基本に行っています。 

基礎的対策は、基本となるもので、漏水に関する様々なデータを分析し、

有効な漏水防止対策のための計画を検討しています。 

対症療法的対策では、早期発見･早期修理を行うものと、計画的に作業を

行うものがあります。早期発見・早期修理をする方法は、漏水を発見、あ

るいは通報を受けた場合に、機動的に 24 時間体制で漏水修理・作業を行

うものです。計画的作業（漏水防止調査）は、地下に潜在する漏水を計画

的に調査・発見し修理するもので、年間約 800～1,000 件の漏水に対応

しています（写真1）。 

予防的対策は漏水発生を未然に防止するため、老朽給水管の取替 

え、配水管の更新・改良、配水調整システムによる水圧調整などを 

実施しています（写真２．３）。詳しくは下記ＨＰをご覧ください。 

http://www.urc.or.jp/summit/news/newsfukuoka/000859.html 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シリーズ 節水型都市づくり ② 

                 福岡市の漏水防止対策 

福岡市の節水シンボルマーク

市内全域の流量や水圧を24時間監視で 
調整する水管理センター（写真３） 

図-2  2010年 自然漏水分析 

（公道上のみ） 

給水管関連

配水管関連
168件

（11.8%）

1,250件
（88.2%）

図-1 漏水率の推移 
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写真-1  漏水防止調査  

音聴棒 

漏水探知機 

写真-2  老朽管の更新 

ポリエチレンスリーブ 

ダクタイル鋳鉄管 

http://www.urc.or.jp/summit/news/newsfukuoka/000859.html
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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（中国語
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（中国

語版）をリニューアルオープンしました。日本語・

英語・韓国語版に引き続き、中国語版の改訂を終え、

全ての言語が新しくなりました！ 

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しました。また、過去の市長会

議・実務者会議の報告書やニューズレターもわかり

やすく掲載し、アジア太平洋都市サミットの周知を

図っていきます。 

 

NEW!!→アジア太平洋都市サミットHP（中国語版）   

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

 

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（韓国語版） 

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

 

 

★ アジア太平洋都市サミットニューズレター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 

2012 年7 月 新たに長沙市（中国）が加盟予定！ 

 

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。 

 

【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  

http://www.urc.or.jp/summit/cn/
http://www.urc.or.jp/summit/
http://www.urc.or.jp/summit/en/
http://www.urc.or.jp/summit/han/
mailto:info@urc.or.jp
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