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アジア太平洋都市サミット ニューズレター 
 No.29   2015 年 3 月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 12月 17日（水）から 12月 18日（木）にかけ

て，「バランスのとれた暮らしと持続可能な生活」をテ

ーマに，アジア太平洋都市サミット第 10回実務者会議

（主催：タイ王国バンコク都）が開催され，13都市・

42名が参加しました。 

次回は，2015年 10月 29日～31日にウラジオストク

市(ロシア連邦)で第 12回市長会議が開催される予定で

す。 

今号では，アジア太平洋都市サミット第 10回実務者

会議の概要について報告します。 

 

テーマ：バランスのとれた暮らしと持続可能な生活 

サブテーマ： ①高齢化社会 

②公共資源へのアクセスとその公平な分配 

 

参加者 

ゲスト（基調講演） 

国際連合人間居住計画（ハビタット）バンコク事務所所長 

参加都市 

13都市（5か国） 42名 

【海外会員都市】（9都市） 

バンコク都，釜山広域市，大連市，広州市，光陽市， 

イポー市，済州特別自治道，クアラルンプール市， 

浦項市 

【国内会員都市】（4都市） 

鹿児島市，北九州市，熊本市，福岡市 

Ⅰ 「アジア太平洋都市サミット第 10回実務者会議」（バンコク都）を開催しました 
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【会議プログラム】 

12月17日（水）本会議  

開会式（プサディー・タムタイ バンコク都副知事 

歓迎あいさつ等） 

本会議 

モデレーター：ヴァロップ・スワンディー  

バンコク都筆頭顧問 

基調講演  

「公共資源へのアクセスとその公平な分配」 

佐藤 摩利子 国連ハビタットバンコク事務所所長 

参加都市発表 

１．バンコク都（タイ王国） 

「バンコクの高齢化社会」 

「公共資源へのアクセスとその公平な分配」 

２．大連市（中華人民共和国） 

「高齢者の幸福感を高めることによる高齢化対策」 

３．福岡市（日本国） 

「福岡市の高齢化対策について」 

午前の部まとめ 

４．北九州市（日本国） 

「北九州市の高齢社会対策」 

５．鹿児島市（日本国） 

「高齢者の生きがいづくりに関する

取組みについて」 

６．クアラルンプール市（マレーシア） 

「マレーシアの高齢化社会」 

７．釜山広域市（大韓民国） 

「釜山の高齢者福祉政策」 

８．光陽市（大韓民国） 

「光陽市の高齢者福祉政策‐健やかで活力あふれる幸せな老後のための光陽市の取組み－」  

会議のまとめ 

事務局あいさつ 

 

12月 18日（木）視察 

１．バーン・バンケー高齢者社会福祉開発センター 

（バーン・バンケー老人ホーム 2） 

２．バンコク都第48保健所 

３．ワット・カラヤナミット・コミュニティ 

（バーン・ルアン・モスク，カラヤナミット寺院， 

サンタ・クルス教会） 
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第 12 回アジア太平洋都市サミットが 2015 年 10 月 29 日～31 日に，ロシア・ウラジオストク市で開

催されます。テーマは「都市においての青少年への施策」です。ウラジオストク市での開催は 2010 年

の第 9回アジア太平洋都市サミット以来 2度目となりますが，2012年にAPEC（アジア太平洋経済協力）

首脳会議の開催地となり，さらに変貌を遂げたウラジオストク市をご紹介します。 

正式名称 ウラジオストク市 

面積 625 km2  

人口 650,000人 (2014)  

公用語 ロシア語 

産業 
海運業（造船，船体修理），商業漁業，海軍基地  

食品製造業，林業，木材加工業，金属工業，物流 

姉妹都市・ 

パートナー都市 

姉妹都市：大連市，延辺朝鮮族自治州（中華人民共和国），釜山広域市，仁川

広域市（大韓民国），ジュノー市郡，サンディエゴ市，タコマ市（アメリカ合

衆国），秋田市，新潟市，函館市（日本），元山市（朝鮮民主主義人民共和国），

マンタ市（エクアドル），コタキナバル市（マレーシア），ウラジカフカス（ロ

シア連邦） 

友好協力都市： 上海市，長春市，烟台市（中華人民共和国），東海市（大韓民

国），境港市，鳥取市（日本），ホーチミン市（ベトナム社会主義共和国） 

 

ウラジオストクは日本海沿いの港湾都市で，

ロシア連邦のアジア太平洋地域への窓口です。  

ウラジオストクは金角湾の土手に沿って並

ぶ絵のように美しい丘に立地しています。金角

湾は停泊地，商港，漁港，造船所に大変適して

います。ウラジオストクはロシア太平洋艦隊の

母港で太平洋側のロシアで最も大きい港です。  

気候：ウラジオストクはソチ（ロシア），ヴ

ァルナ（ブルガリア），ニース（フランス）と

同緯度にあります。温暖湿潤な夏，陽光あふれ

る秋と冬，海や山脈への近さ，広大な森が独特の気候を生み出しています。野外での活動に最適な時期

は 7月～10月です。年間平均気温は夏が 18度，冬はマイナス 13度です。真夏の海水温は 24度まで上

昇します。  

郊外には植物園があります。リラックスできるだけでなく，この地域の独特な植物について多くのこ

とを学ぶことができます。市の北部は一帯が森になっています。風，海流，地形，水塊（海洋中の水温・

塩分・水色・透明度・プランクトン分布などが比較的一様な海水の塊）の珍しい組み合わせが独特の気

候をもたらし，それにより北と南という二つの異なる世界の植物や動物が生育・生息しています。北の

地域に生育する松が亜熱帯のつる植物の間に点在しています。つまり松の木がオニグルミや有名なチョ

ウセンゴミシやブドウの間に点在しているのです。  

Ⅱ 第 12回アジア太平洋都市サミット開催都市の紹介（ウラジオストク市からの寄稿） 
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動物に関しては，ウラジオストク周辺にはいくつもの

飼育園があり，鹿やトラなどの動物を見ることができま

す。  

創設当初からウラジオストク市は積極的に国際的な

貿易，科学，文化，スポーツ交流を行ってきました。ウ

ラジオストク市は間違いなくアジアにおけるヨーロッ

パの都市と考えることができます。外観からも都市景観

の細部からも明白です。 

 
都市の歴史：1859 年に東シベリア総督ムラヴィヨフ・アムールスキーは格好の港，自然によってま

るで港になるように特別に設計されたかのような港を見出し，1860 年 7 月 2 日，彼の命により，ここ

にウラジオストク市が創設されました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラジオストク市はロシアの太平洋岸の海軍基地となり，今でも過去の貴重な遺産が残っています。

19世紀末から 20世紀初頭にかけていくつもの堡塁，砦，砲台からなるウラジオストク要塞が築かれま

した。今日，ウラジオストク要塞は世界最強の要塞であり，歴史的，軍事防衛上の建造物として認識さ

れています。ここはウラジオストク観光でも最も興味深い場所であり，ロシア人旅行者や外国人旅行者

の関心を集めています。  

1962 年，全長 175 メートルのロシアで唯一のケーブルカー（鋼索鉄道）が開業しました。小型の車

両が「鷲の巣」と呼ばれる丘の上の展望台まで乗客を運びます。この展望台から美しいウラジオストク

の全景をご覧いただけます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムラヴィヨフ・アムールスキー記念碑 ウラジオストク要塞 

 

ケーブルカー 都心部 



 
 
 

Asian-Pacific City Summit Newsletter No.29 March 2015 
 

5 

オペラ・バレエ劇場 

 

ウラジオストクには 600以上の史跡があり，それが過去と現代の生活の特徴を結びつけています。100

年以上前の建造物が新築の建造物と見事に共存していて，市の歴史地区は古い時代の魅力を示していま

す。19世紀の建造物が多く，多様な建築様式が西洋と東洋の文化を反映しています。  

ウラジオストクは極東最大の科学文化の中心地であり，ロシア科学アカデミー極東支部，大学，専門

学校，研究機関があります。  

2012 年，ウラジオストクはアジア太平洋経済協力

（APEC）首脳会議の開催地となりました。このイベント

に備えて，市のインフラは改修・改善されましたが，市

内には 2つの巨大な斜張橋が建設されました。一つは市

中心部の金角湾にかかる金角湾大橋，もう一つは本土と

サミットが開催されたルースキー島をつなぐルースキ

ー島連絡橋です。 

また，ルースキー島の美しいアヤクス湾に極東連邦大

学（FEFU）の現代的なキャンパスと美しいウォーターフ

ロントを開発しました。FEFUは最大の極東教育・研究・

イノベーションセンターであり，ロシア内外から才能あ

ふれる若者，科学者，ハイテク企業を引きつけています。

今日，ここではロシアとアジアの様々な都市からの学生

が学んでいます。                       

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の文化生活 ：ウラジオストクには 4つの劇場と 30

の博物館があります。  

ウラジオストクの文化生活の精粋として 2013 年に完成

したのがオペラ・バレエ劇場です。劇場の技術装置はロシ

ア随一で，非常に優れた音響システムを備えています。建

築上の特徴は，ガラスのファサードで，「立方体の中の立

方体」といった外観を生み出しています。劇場は，オーケ

ストラ，合唱団，オペラ・バレエ団から構成され，ロシア，

ウクライナ，カザフスタン，ブルガリア，ルーマニア，ア

メリカ，ブラジル，韓国，日本からの芸術家がそろってい

ます。 

ルースキー島の極東連邦大学 
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この地域の歴史を保持する役割を果たして

いるのがアルセーニエフ博物館で，極東最古の

博物館です。この博物館の収蔵品は 40 万点以

上にのぼります。 

ウラジオストクにはロシアで唯一の「自動車

歴史技術博物館」があります。この博物館には

50 台以上のクラシックカーや様々なブランド

のバイクなど，1920～70年代の珍しい国産及び外国製自動車のコレクションがあります。 

 

しかしウラジオストクの主要な観光地は海，つまり，数々の

湾，入り江，驚くほど美しい海岸線です。高い岸壁が緩やかに

傾斜した砂浜の間に点在しています。  

 
 

 

 

 

 

 

魅力あふれるウラジオストク市で開催される第 12 回アジア太平洋都市サミットへ貴市からのご参加

をお待ちしています。 

 

 

 

 

「国連ハビタットの環境技術協力事業」～九州・福岡発プロジェクト 

 

国連ハビタット福岡本部では、アジアの都市に共通する環境課題の解決に資するため、九州・福岡を

中心とする国内の企業や自治体の持つ技術・経験・ノウハウをアジアへ紹介・移転する取組みも行って

いる。毎年秋に福岡で開催される「環境技術専門家会議」と、その後の現地でのパイロット事業だ。テ

ーマは、水、廃棄物、下水、エネルギーなどベーシックな生活インフラから、都市交通やスマートシテ

ィまで大変幅広い。 

  

 

 

 

 

 

Ⅲ 国連ハビタット福岡本部だより ～国連ハビタットのプロジェクト紹介～（連載５） 
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今回は、最近ラオスで実施された福岡の中小企業によるパイロット事業を紹介しよう。 

 

＜プロジェクト概要＞ 

・実施内容：雨水利用による安全な飲み水の確保～雨水貯水地下タンクの設置 

・実施場所：ラオス人民民主共和国アタプー県（タオム村・プーサイ村） 

・実施期間：2014年 6～7月（現地滞在期間は１週間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 設置予定地（小学校横）       ② 掘削後 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 砕石投入・埋め戻し               ＊子ども達と一緒に＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パイロット事業に参画した㈱大建の松尾社長は言う。「この会議での国連ハビタットとの縁をきっ

かけに、福岡の地場中小企業である自分達に、アジア諸国へ出てこれまで培ってきた技術を活かすとい

う、予想もしていなかった新たな道が開けたことは大変嬉しい。」 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Attapeu_Province,_Laos.jpg�
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★会員都市の担当者の皆様 ： 寄稿をお待ちしています。 

貴市のトピックスや新規事業，都市問題の解決のヒントとなるような貴市における課題解決の取組みなど，お気軽に 

情報をお寄せください。 

（ニューズレターは，アジア太平洋都市サミットのウェブサイトに掲載し，会員都市などへ email送信しております。） 

 

 

 

開催時期 会議名，テーマ 開催都市 

2015年 

10月29日～31日 

第12回市長会議 

テーマ：都市においての青少年への施策 

ウラジオストク市 

（ロシア連邦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集・発行】 2015年3月 16日 アジア太平洋都市サミット事務局 （福岡市総務企画局国際部）    

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1  TEL: 092-711-4028  FAX:092-733-5597   

E-mail: apcs@city.fukuoka.lg.jp  Website: http://apcs.city.fukuoka.lg.jp/ 

今後のアジア太平洋都市サミットの会議予定 

 

アジア太平洋都市サミット ： Asian-Pacific City Summitは，アジア太平洋地域の都市問題の解決に向け，市長会

議や実務者による会議等を通じて，都市の連携やネットワークの構築を図っています。 

 

オークランド市（ニュージーランド） 

バンコク都（タイ王国） 

ブリスベン市（オーストラリア連邦） 

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） 

福岡市（日本国） 

広州市（中華人民共和国） 

光陽市（大韓民国） 

ホーチミン市（ベトナム社会主義共和国） 

香港特別行政区（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（インドネシア共和国） 

済州特別自治道（大韓民国） 

鹿児島市（日本国） 

北九州市（日本国） 

クアラルンプール市（マレーシア） 

熊本市（日本国） 

マニラ市（フィリピン共和国） 

宮崎市（日本国） 

長崎市（日本国） 

那覇市（日本国） 

大分市（日本国） 

浦項市（大韓民国） 

佐賀市（日本国） 

上海市（中華人民共和国） 

シンガポール（シンガポール共和国） 

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） 

アジア太平洋都市サミット会員都市  13ヵ国30都市 


	姉妹都市：大連市，延辺朝鮮族自治州（中華人民共和国），釜山広域市，仁川広域市（大韓民国），ジュノー市郡，サンディエゴ市，タコマ市（アメリカ合衆国），秋田市，新潟市，函館市（日本），元山市（朝鮮民主主義人民共和国），マンタ市（エクアドル），コタキナバル市（マレーシア），ウラジカフカス（ロシア連邦）
	友好協力都市： 上海市，長春市，烟台市（中華人民共和国），東海市（大韓民国），境港市，鳥取市（日本），ホーチミン市（ベトナム社会主義共和国）

