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Ⅰ イポー市の紹介～持続可能なまちづくり～（イポー市からの寄稿） 

  アジア太平洋都市サミット ニューズレター 

 No.35   2016 年 9 月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 11月 25日～28日にマレーシア・イポー市で開催予定の第 11回実務者会議については、

諸事情により延期になりました。現在、平成 29年 3月末までの開催を目指して、イポー市は準備され

ています。 

今号では、イポー市の持続可能なまちづくりに向けた取組みを紹介します。 

 

 
イポー市は，持続可能なまちづくりに向けて，「環境に配慮したまちづくり」「エコツーリズム」「ヘ

リテージ（文化遺産）の保存」に力をいれています。 

例えば，毎月実施しているカーフリーデーには若者を取り込んだ活動をしており，イポー市にある

バンジャラン温泉はエコツーリズムが楽しめるとして，国内から多くの観光客を呼んでいます。 

 

 

マレーシアの 2 大都市，ペナンとクアラルンプールの中央に位置する，中国系，マレー系，インド

系などからなる多文化都市です。「錫でできた街」で有名でしたが，現在は多様な経済によりダイナミ

ックな繁栄をつづけています。 

人口：約 71万人（2015年）面積：約 643km2（2015年） 
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「ハビタットⅢスラバヤ準備会合について」 

 

 

2016年 7月 25日から 27日の 3日間にわたり、今年 10月にエクアドル・キトで開催される 20年に

一度の国連人間居住会議（ハビタットⅢ）に向けた最後の準備会合が、インドネシア・スラバヤで開

催されました。 

この会議には、142カ国から 4,248人が参加登録し、27の関連イベント、39のサイドイベント、56

のトークセッションが会議と並行して実施され、様々な形で情報共有や意見交換が行われました。 

会議初日のオープニングセレモニーにはインドネシア副大統領も臨席され、セレモニーに続く各国

代表者による会議からハビタットⅢで採択するニュー・アーバン・アジェンダの内容協議が始まりま

した。 

会場にはインドネシアだけでなく各国から要人が来場するため、警備が厳重に行われ、随所に警察

官が配備されていました。昨年ジャカルタで爆破テロを経験しているだけに、インドネシア政府がテ

ロ行為に神経を尖らせていることが伺えました。 

一般参加者も入場時には手荷物検査と入場許可証の登録・提示を求められ、会場入り口は、顔写真

付き入場許可証発行待ちの人で長い列が出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

また、会場内には各国・団体の取り組み内容・活動紹介の展示ブースも 80ほど設けられ、更にいく

つかのテーマに分かれてのスラバヤ市内視察ツアーも企画されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 国連ハビタット福岡本部だより（連載１０） 

準備会合会場入り口 各国代表が一堂に会した会議 

 
入場許可証登録の長い列 

国連ハビタットおよび日本国政府の取り組み展示ブースの様子 市内イベント・視察等の案内デスク 
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国連ハビタットが主催したトークセッションでは、ニュー・ア

ーバン・アジェンダを推進する一つのツールとして、昨年国連が

定めた「都市と国土計画に係る国際ガイドライン」をどのように

活用するかが話し合われました。このガイドラインでコンパクト

なまちづくりのモデルケースとして紹介された福岡市もパネリス

トとして登壇し、福岡市がどのような経過をたどって現在のよう

なコンパクトなまちを形成したかを紹介しました。この他、イン

ドネシアおよびフランス政府や OECD、UCLG等の国際機関からも事例発表があり、会場は立ち見の人が

出るほど多くの来場者の関心を集めていました。 

この会議をホストしたスラバヤ市

のホスピタリティー溢れる応対は大

変素晴らしく、参加者に対する心配

りやこの機会を人材育成の場に活用

しようとする工夫が随所に見られま

した。これらは、今後国際会議をホ

ストする都市にとってひとつの良い

モデルになると感じました。 

初日の夜に開催されたスラバヤ市主催の歓迎パーティーでは、一般道を一部閉鎖して、参加者の移

動の安全確保と道路を歩きながら民俗芸能を間近で楽しむ工夫が凝らされ、市庁舎前広場に用意され

た 2500人分のテーブル・イスは適度な間隔を保ちつつ、舞台で展開される様々な歓迎行事や提供され

た料理をゆっくり楽しむことができる配置に備えられていました。 

高校生ボランティアが各国・団体に 2 名ずつ付いて、慣れない異国での作業やインドネシア事務局

との連絡を手伝ってくれたことと、スラバヤ市の小学校の児童も展示ブースを出して積極的に外国か

らの来場者に話しかけていたことも印象的でした。 

高校生ボランティアになるためには語学テストに受からなければならず、テスト合格後も 1 カ月の

トレーニングを受けて、この会議に臨んだということです。 

また、小学生たちは、覚えたての英語を駆使して地元特産のジュースの試飲を勧めてくれたり、ス

ラバヤ市の印象をインタビューするなどして、スラバヤ市の小さな宣伝マンとして大いに活躍してい

ました。 

これらの経験は、子ども達にとって大きな自信になると共に、海外に興味を持つ良い機会になった

のではないかと思います。 

3 日間の会期中、ニュー・アーバン・アジェンダの各国協議は連日未明まで交渉が続けられ、参加

国による考え方の違いを埋める作業がまだ残っている部分はありますが、今後も継続して内容調整が

進められ、10月にエクアドル・キトで開催されるハビタットⅢ本会議では、最終合意文書として採択

される予定です。 

このハビタットⅢの様子については、次回のニューズレターでご報告いたします。 

 

ハビタットⅢ関連の情報は下記に掲載されています。 

https://www.habitat3.org/ 
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福岡市は、2016 年４月に発生した熊本地震（マグニチュード 7.3）において、被災地に最も近い政

令指定都市として、スピーディかつ、積極的な支援を行った。 

特に、災害発生後１週間は人命救助やライフラインの復旧が必要であり、行政がリーダーシップを

発揮することが重要となる。また、大規模な地震などの際には、その都市だけでは、対応が困難であ

ることから、特に、最も近くにある都市には、徹底的にサポートする覚悟と仕組みが必要である。 

高島市長は、発災後１か月というタイミングで「被災地支援活動レポート」を取りまとめた。 

これは、福岡市が行った被災地支援の新たなチャレンジの事例を紹介するとともに、今後、改善し

ていくべき課題などについてまとめたもので、今回の地震において得られた様々な知見や教訓が全国

的に共有、普遍化され、今後の災害対応に活かされることを願い、作成したものである。 

以下が、レポートの要約である。 

 福岡市が行った「自己完結型支援」とは 

被災自治体の職員は、自らが被災者であるとともに、不慣れな災害対応業務に追われている。この

ため、被災地を支援するにあたっては、被災自治体と職員の負担を増やすことなく行うことが重要で

ある。ここでは、被災自治体に負担をかけない新たな支援についてのチャレンジを報告している。 

【支援物資】 

物資の支援に関して重要なポイントは３つ。まず、1点目が「ニーズの把握」。被災自治体からの要

請がなくとも、被災自治体の首長と緊密に連絡をとり、支援できるメニューを示しながら、積極的に

必要な物資を問うアプローチが必要である。 

2点目は、「仕分けの手間を省く仕組み」である。全国から届く支援物資の仕分け作業を被災自治体

で行うことは人的負担が大きい。そこで、福岡市では、使っていない学校の教室ごとに物資を仕分け

ることによって、市民から物資を受け入れる段階で仕分けが完了する新しい仕組みを構築し、これが

有効に機能した。 

3点目が、「ＩＣＴを活用して避難所に効率的に届ける仕組み」である。被災自治体では、物資に関

する電話のやり取りにマンパワーが浪費されていた。必要とする物資を必要な数量だけ、避難所に確

実に届けるため、クラウド上に独自の物資供給システムを新たに構築した。 

さらに、福岡市に集まった支援物資を、被災地支援に行く NPO や個人にも運んでもらうことで、物

資をよりきめ細やかな避難場所にいきわたらせる仕組みを創り出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 平成28年熊本地震被災地支援における福岡市の新たなチャレンジ（福岡市からの寄稿） 

≪写真左：旧大名小学校に集まった仕分けボランティア 右：思いが詰まった支援物資≫ 
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≪写真：ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙを集める教室≫ 

 

 

 

 

 

 

 

≪写真左：仕分けた物資を積込むトラック 右：ボランティアによる積み込みの様子≫ 

【ボランティア・ごみ処理】 

ボランティアやごみ処理に関しても、被災自治体に負担をかけない手法にチャレンジした。 

例えば、交通が不便でボランティアが集まりにくい地域などにも、ボランティアが行くことができ

るよう仕組みを構築した。その際にも、福岡市で、事前に現地のボランティアニーズを集約し、出発

時点でマッチング作業を終わらせた上で、熊本の各地に直行するボランティアバスを運行することで、

被災自治体のボランティア受付窓口の負担を軽減し、円滑なボランティア活動に繋がった。 

また、ごみ処理についても、被災自治体に近く、ある程度、現場の地理感覚を有する福岡市のごみ

収集支援部隊をいち早く派遣した。そして、地理感覚のない遠方の自治体からの支援部隊も福岡市の

部隊に組み込むことで、部隊の割振りや収集場所のレクチャーなど、熊本市側の業務を増やさずに作

業を行う工夫を行った。 

 被災地支援のさらなる改善に向けて 

ここでは、今回の支援活動を通じて感じた、さらに改善すべき点をまとめている。 

①災害支援・復旧に関わる指揮体制に関して、上下水道・ごみ処理などのインフラ復旧などにあた

っては、日ごろからそれを担っていて、技術に精通している基礎自治体が中心となりリーダーシップ

を発揮できるような仕組みを作っておくことが必要である。 

②平時に行う訓練に関して、一般的に行われている防災訓練・避難訓練に加えて、実際の避難の状

態を想定して、支援する側・支援される側、それぞれの立場に立った、いわば支援訓練・受援訓練を

行うことが必要である。 

③さらに、支援物資の供給や義援金の募集にあたって、スピーディかつタイムリーな市民周知とい

う点で SNSの果たす役割が大変大きかったことから、平時から SNSを活用した情報発信や市民との接

点を築いておくことが必要である。 

④被災地や周辺地域の風評被害の解消に向け、観光などの面での都市間連携の必要がある。 

 

以上が、レポートの概要である。アジア各国でも地震などの自然災害が想定されることから、各都

市での防災の取組みにおいて参考になれば幸いである。詳細はレポート全文をご参照いただきたい。 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/53301/1/report_280512.pdf （レポート全文：日本語版） 
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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 開催都市 

平成 28年度中に実施予定 

（平成 29年 3月末まで） 
第 11回実務者会議 イポー市 （マレーシア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集・発行】 2016年9月 27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/ 

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 

今後のアジア太平洋都市サミットの会議予定 

 


