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今号では，2017 年 3 月末までに第 11 回実務者会議の開催を予定しているイポー市の遺産，文化，自然
などについて紹介します。

Ⅰ イポー市紹介（イポー市からの寄稿）
イポー市
マレーシア・ペラ州の州都，イポー市は，1890 年代の豊富な
錫（すず）の埋蔵量から，錫が建てた都市として知られていま
す。有名な錫生産地であるキンタ渓谷に立地し，19世紀からは
世界最大の錫鉱山地域でした。錫鉱業だけでなく，イポーは美
味しい食事，美しい山脈，神秘的な鍾乳洞，魅力的な歴史，親
しみやすい住民で有名です。1988 年にクアラルンプールに次
いでマレーシアで２番目に市政が敷かれたイポーは，マレーシ
ア有数の都市で，人口は約 70 万人です。1870 年代に小さな村

バンジャラン・ホットスプリング・リトリ
ート

として始まり，1890 年代からは，錫鉱業が盛んになったことで，
多くの中国人やインド人がこの地にやって来て，都市の発展を後押ししました。急速に成長した町はその
後，第二次世界大戦中の日本占領下でペラ州の州都に格上げされました。豊かな錫資源は多くのイポー
の鉱山労働者たちに繁栄をもたらし，当時，大富豪の都市としても知られていました。今日，イポーは近隣
の Bercham, Tasek, Jelapang, Menglembu, Pengkalan, Simpang Pulai & Chemor などを併合し，市域が広がっ
ています。イポーは自然の美しさや調和を維持しながら，発展を続けています。
背景
イポーはペラ州の州都であり，クアラルンプールの北 205 キロメートル，ペナン州ジョージタウンの南
170 キロメートルにあります。イポー市はキンタ渓谷の中心，息をのむような石灰岩の丘や緑豊かな地形
に囲まれたキンタ川の両岸に広がります。市の面積は 643km2 で人口は 71 万人です。人口の大半が華人
であり，マレー系，インド系，その他の少数民族がいます。イポーはクアラルンプール，ペナン，ジョホー
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ルバルに開発の面で徐々に追いついてきて，現在，マレーシアで４番目に大きな都市になりました。
また，イポーはマレー半島で魅力的な観光地の一つで，すばらしい遺産，文化，自然があり，世界最大の
旅行ガイドブックであるロンリープラネット誌で 2016 年アジアの観光地のトップ６に選ばれました。
遺産
歴史的に，イポーの初期の入植は 1800 年代前半に始まり，
何年にもわたりキンタ川を中心に都市が広がっていきました。
キンタ川はイポーをオールドタウン（旧市街）とニュータウン（新
市街）の二つに分けています。
オールドタウン（西）は英国植民地時代の歴史的建造物がキ
ンタ川沿いに立ち並ぶ地域として知られています。タウンホー
ル，コートハウス（裁判所），イポーロイヤルクラブ（会員制社交

イポー鉄道駅

クラブ），鉄道駅，セント・マイケル・インスティチューション（中
等学校），香港上海銀行，F.M.S バーなど有名な建造物は保存状態が良好です。落ち着いた雰囲気のオー
ルドタウンにはイポーの遺産が密集しています。多くの秘話があるので，ぜひ見つけてみてください。
一方，ニュータウン（東）は主に商業地区，病院，ショッピングセンター，飲食店，ホテルが立ち並んでい
ます。成長し続けているイポーでは，ショッピングセンター，ハイパーマーケット，テーマパークなどの開発
が新たに進められ，郊外にまで広がっています。

文化
文化的に，マレー系はこの地域の初期の入植者として知られて
おり ，彼らは，1800 年代前半にはキンタ川の土手に広がる
Kampung Ipoh と Kampung Paloh の村に暮らしていました。その後，
マレー系の入植者は増え，Kampung Kuala Pari と Kampung Jawa を
築きました。1878 年に錫の埋蔵量が豊かな渓谷にイギリス人が到
着した後，そのシナリオは変わり，マレー系は，この地域で優勢で
はなくなりました。1890 年代後半の錫ラッシュの時期には，中華系
バーチ記念時計台

移民がイポーに多く押し寄せ，イポーは錫貿易の中心地となりまし

た。イポーは大量の鉱山労働者の流入に対応するために拡張され，キンタ渓谷で最大の入植地となりま
した。錫貿易はイポーに富をもたらし，中華系のコミュニティが多数を占める国際的な都市へと発展しまし
た。インド系は 1900 年代のゴム産業の活況に伴い，イギリス人によってマラヤに連れてこられました。彼
らのほとんどがイポー郊外のゴムプランテーションや農園に住んでいました。今日，イポーの人口の 70％
が中華系で，マレー系やインド系などその他の民族は少数派です。このような多様な民族や文化がありな
がら，イポー市民は 100 年以上にわたり平和と調和を保ちながら暮らしてきました。多民族であることや文
化の違いがあることがイポーの観光資源となっています。
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自然
地理的に，イポーは東にあるティティワンサ山脈と北から西に延びるクレダン山脈に囲まれた渓谷の中
にあります。イポー市中心部からは丘や山々が一望でき，渓谷の緑豊かな地形はテーマパーク，寺院，レ
クリエーションパーク，庭園などによってさらに美しく彩られています。イポー市にはマレーシア屈指の鍾
乳洞がいくつかあります。鍾乳洞のきらきら輝く鍾乳石や石筍は何百万年もの時をかけて形成されました。
イポーには，緑に覆われた石灰岩が塔のように立ち並び，天然の洞窟，絵のように美しい湖，滝，温泉な
ど魅力的な観光スポットがあります。これらの自然の驚異をぜひ体験してください。
イポー市議会
イポーは 1890 年代の豊富な錫の埋蔵量から，“Ipoh the City That Tin Built（錫が建てた街）”や，大富豪
の都市，また，“Ipoh the Limestone Wonders（石灰岩の不思議）”として知られています。イポーという名前
自体もイポー，エプあるいはエプスの木（Antiaris Toxicana）という，かつてこの地に自生していた木の名前
に由来しています。今日では，イポーが豊かな植物に恵まれていることから，ブーゲンビリアの都市として
も知られています。
イポーは 1988 年 5 月 27 日に正式に市制が敷かれ，ペラ州スルタンの故スルタン・アズラン・ムヒブディ
ン・シャー・イブニ・アルマルム・スルタン・ユスフ・シャー・ガファルラフ―ラー殿下によって市制施行を記念
する式典が開かれました。イポー市は，市長あるいはダトック・バンダー（マレー語で市長）をトップとする
市議会によって統治されています。市議会のキャッチフレーズは“クリーン，緑豊か，進歩的（Clean, Green
and Progressive）”で，良い統治の実践，清潔さ，漸進的発展及び自然保護を表現しています。
イポー・福岡 姉妹都市
イポー市と福岡市の国際交流の歴史は 1977 年に福岡市がマレーシアに「青年友好の翼」の最初の訪
問団を派遣したことから始まりました。イポーの市制施行に際し，ペラ州スルタンの DYMM パドゥカ・スリ・
スルタン・アズラン・シャー殿下は，福岡市にイポー市の姉妹都市となるよう要請しました。1989 年 3 月 21
日，殿下率いるペラ州首相，イポー市初代市長，イポー市議会のメンバーからなるイポー市訪問団が福岡
市を訪問し，イポー・福岡両市の市民の前で実施された，両市の市長による姉妹都市締結に立ち会いまし
た。その後，青少年，文化，スポーツ，法律，医療，市役所職員交流などの交流事業により，両市間の協
力関係はさらに強化されています。

Ⅱ 国連ハビタット福岡本部だより（連載 11）
第 3 回 国連人間居住会議（ハビタットⅢ）とニュー・アーバン・アジェンダ
第 3 回国連人間居住会議（ハビタットⅢ）が、2016 年 10 月 17 日から 20 日に南米エクアドルの首都キト
で開催され、合意文書「ニュー・アーバン・アジェンダ」を採択して無事に閉幕しました。
この会議は 20 年に一度開催される、人々の住まいやまちづくりに特化した国連の会議で、第 1 回会議が
1976 年バンクーバーで開催され、1996 年にイスタンブールで開催された第2 回に続き、今回は第3 回目の
会議となります。
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この会議が初めて開催された 1976 年当時は、都市人口が急速に増え、都市インフラが人口増加に追い
つかず、スラムなど劣悪な住環境に多くの人が住むという課題が発生し、都市化がもたらす負の弊害が強
く意識される状況でした。
この第 1 回の会議では、適切な住環境に住まうことは全ての人の権利であることが改めて確認され、「国
連人間居住宣言」として国際社会に明確に示されました。国連ハビタットは、この会議を契機に、人間の住
環境を専門に扱う国際機関として、1978 年に設立されました。
1996 年に開催された第 2 回会議では、更に都市化が進展し、もはや都市化の流れは止めることが出来
ないという認識の下、都市化のエネルギーは都市開発のエンジンであり、都市が農村の成長も促すものと、
都市に対する見方をポジティブなものへと転換しました。 同時に、都市の開発は、国家だけではなく、地
方政府や非営利団体等、多様な担い手が連携して行うことの重要性が認識されたのも、第 2 回会議の重要
な点です。
そして今回の第 3 回会議は、2050 年には都市に住む人の数が現在の 2 倍になり、世界の 70%の人が都
市に住むことが予想され、ますます加速する都市化により地球環境の悪化や格差の拡大等様々な都市問
題の発生が見込まれる中で行われました。
この会議には、167 の国・地域から多くの国家元首・閣僚等が参加した他、自治体や市民団体、大学・研
究機関や経済界からも多様な人々が参加し、参加者数は 35,000 人以上に達しました。
4 日間の開催期間中、8 つの本会議、6 つのハイレベル協議、10 の政策協議等、延べおよそ 1,000 の分科
会やイベントが開催され、これと並行して、460 以上の関連イベントも様々な団体により開催されました。
また、別会場には各国・地域、団体の取り組みを紹介する展示ブースも設けられ、157 の展示も行われま
した。

ハビタットⅢ 開催会場の様子

都市の様子を現した模型の展示

展示会場の様子

日本国政府の展示ブース
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会議のオープニングでは，ラファエル・コレア・エクアドル大統領（ハビタットⅢ議長）、パン・ギムン国連事
務総長、ジョアン・クロス国連ハビタット事務局長（ハビタットⅢ事務総長）らが開会の挨拶を行い、それに続
いて、各国による演説が実施されました。
また、個別のテーマについて議論する各団体主催の分科会も、連日会場内の随所で行われました。

この第 3 回国連人間居住会議で採択された「ニュー・アーバン・アジェンダ」は、持続可能な開発目標
（SDGｓ）や気候変動枠組条約等、他の様々な国際合意とも整合性を取りながら、全ての人が安全で健康的
で便利な都市生活を持続的に楽しむことができるよう、国際社会、国、自治体、その他全ての関係者が持
続可能な都市開発を推進することを求める国際的な約束であり、実現するための指針です。

「ニュー・アーバン・アジェンダ」が採択さ
れた瞬間、拍手に沸く会議場の様子
都市化のエネルギーを持続可能な都市開発に転化し、都市が人類にとって適切な住環境として存続でき
るか否かは、地球環境保護にとっても重要な鍵となります。
このアジェンダに則り、より良い都市化を推進するには、データ分析・予測といった科学的な視点、歴史・
文化等各国・地域の特徴や多様な住民の意見を加味し、特に次の 5 つの点を具体的に進めて行くことが重
要となります。
1 国土開発計画の策定
2 都市開発に係る法令、ルールの整備
3 都市計画の立案
4 都市経済の発展と財政の確保
5 現場での具体的な実践
今後、各国・地域がそれぞれの実情に応じて、持続可能な都市開発を着実に進めて行くことが望まれて
います。
「ニュー・アーバン・アジェンダ」（英文）の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://nua.unhabitat.org/uploads/DraftOutcomeDocumentofHabitatIII_en.pdf
「ニュー・アーバン・アジェンダ」をアニメーションで説明した動画（英語）も下記より見ることができます。
https://www.youtube.com/watch?v=mQQxskvR9TE&feature=youtu.be
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Ⅲ 第 27 回福岡アジア文化賞 公式行事報告（福岡市からの寄稿）
福岡アジア文化賞は、古くから大陸との交流の窓口として重要な役割を果たしてきた福岡市が、その個
性を活かして、アジアの優れた文化の振興と相互理解、および平和に貢献するため、１９９０年に学界や民
間と一体となって創設した国際賞です。アジアの学術研究や芸術・文化に顕著な業績を挙げた方を顕彰し、
これまでに２７カ国･地域から１００人以上の受賞者を輩出し、その広がりはアジアのほぼ全域にわたって
います。
受賞者はいずれの方も世界を舞台に活躍されていますが、著名な方として、バングラデシュの経済学者
ムハマド・ユヌス氏（２００１年）と中国の作家、莫言氏（２００６年）という２人のノーベル賞受賞者のほか、日
本の映画監督、黒澤明氏（１９９０年）や中国の映画監督、張芸謀（チャン・イーモウ）氏（２００２年）などがお
られます。
第２７回を迎えた今年は，以下の３名へ賞をお贈りしました。
大賞
A.R.ラフマーン
インド／作曲家・作詞家・歌手

学術・研究賞
アンベス・R・オカンポ
フィリピン／歴史家

芸術文化賞
ヤスミーン・ラリ
パキスタン／建築家・人道支援活動家

９月には福岡で授賞式を開催し，今年も秋篠宮同妃両殿下のご臨席のもと，在京の大使館や在福の外
国公館、地元経済界、学界からも多くご出席いただきました。
また、特別パフォーマンスとして，大賞の A.R.ラフマーン氏と福岡の高校生オーケストラによる共演も実
現しました。その他，受賞者による学校訪問や市民フォーラムなどのイベントも開催し，国内外から多数の
方が参加されました。

福岡アジア文化賞では、受賞候補者の推薦を随時募集していますので，是非ご推薦をお願いいたします。
詳しくは福岡アジア文化賞ホームページをご覧ください。
http://fukuoka-prize.org/nomination/
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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。）

今後のアジア太平洋都市サミットの会議予定
開催時期

会議名

平成 28 年度中に開催予定

開催都市

第 11 回実務者会議

（平成 29 年 3 月末まで）

イポー市 （マレーシア）

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。
アジア太平洋都市サミット会員都市

13 ヵ国 30 都市

オークランド市（ニュージーランド）

鹿児島市（日本国）

バンコク都（タイ王国）

北九州市（日本国）

ブリスベン市（オーストラリア連邦）

クアラルンプール市（マレーシア）

釜山広域市（大韓民国）

熊本市（日本国）

長沙市（中華人民共和国）

マニラ市（フィリピン共和国）

大連市（中華人民共和国）

宮崎市（日本国）

福岡市（日本国）

長崎市（日本国）

広州市（中華人民共和国）

那覇市（日本国）

光陽市（大韓民国）

大分市（日本国）

ホーチミン市（ベトナム社会主義共和国）

浦項市（大韓民国）

香港特別行政区（中華人民共和国）

佐賀市（日本国）

ホノルル市（アメリカ合衆国）

上海市（中華人民共和国）

イポー市（マレーシア）

シンガポール（シンガポール共和国）

ジャカルタ特別市（インドネシア共和国）

ウルムチ市（中華人民共和国）

済州特別自治道（大韓民国）

ウラジオストク市（ロシア連邦）

【編集・発行】 2016 年 12 月 21 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/
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