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昨年 7 月、大韓民国浦項市で開催した第 10 回アジア太平洋都市サミットは、テーマを低炭素グリーン成長

のための都市政策と都市間連携とし、２国際機関代表と 10 か国 23 都市から市長や行政関係者など約 120

名が参加しました。この号では発表された１３会員都市の発表内容についてご紹介します（発表順）。 

http://www.urc.or.jp/summit/mayor/index.html 
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- 제주 올레란? 
⇒ 제주어로 ‘거릿길에서 대문까지의, 집으로 통하는 집으로 통

하는 하주 좁은 돌목길
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“Fukuoka Model”

Fukuoka offers a high quality of life, enabling a good balance between 
development and the environment, city and suburbs, modernity and tradition.

福岡 アジア100万人都市のモデル

FUKUOKA City

イポー市（マレーシア）雨水回収システム 
2011年の法改正により、新築建物全てに雨水集積シ
ステムの設置を義務化しており、住宅や公共施設で
の設置を進めている。 

 

済州特別自治道（大韓民国）済州オルレ（自然探
索路）事業の開発 
世界自然遺産等を生かした探索路の整備を進め、観
光の目玉として、多くの観光客を呼び込んでいる。 

 

北九州市（日本国） 低炭素グリーン成長のための
都市政策と都市間連携 

OECD（経済協力開発機構）から「グリーン成長のモデ
ル都市」に選定され、アジア低炭素化センター設立など
により持続可能な社会づくりに取り組んでいる。 
 

福岡市（日本国） 福岡市の環境都市づくり 
「ごみ処理」「自然環境の保全」「自律分散型エネ
ルギー」「環境教育・市民啓発」の4つの施策を中
心に環境都市づくりに取り組んでいる。 
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GREEN GROWTH DEVELOPMENT
BASED ON LOW CARBON CITY IN JAKARTA

BOARD OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT – JAKARTA CAPITAL CITY 
GOVERNMENT 

PRESENTED AT

THE 10TH ASIAN-PACIFIC CITY SUMMIT 2012
POHANG, 27 JULI 2012

   

Create Seomjin River ecoCreate Seomjin River eco--mapmap

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャカルタ特別市（インドネシア） 低炭素都市を
基礎とするグリーン成長開発 
温暖化の深刻な影響を受け、洪水と高潮被害に見舞わ
れており、長期・短期の交通・水・ゴミ処理などの対
策を実施している。 

光陽市（大韓民国） 低炭素・グリーン成長都市
の構築 
自然と産業が調和するため、都市再生、グリーン都
市づくり、気候・大気などの 6 分野の政策を実行し
ている。 

ウラジオストク市（ロシア連邦）主要な環境政策 
ロシア極東地域の拠点として、年々知名度を向上しつ
つあり、清掃工場の改修、緑化政策や環境教育などの
さまざまな環境政策を進めている。 

 

熊本市（日本国） 低炭素都市熊本の実現に向けて 
温室効果ガス削減のため「低炭素都市づくり戦略計画」
を策定し、80のアクションプランを実施している。 

大分市（日本国） 大分市における低炭素社会の構築 
市民協働で、再生可能エネルギーの導入、ごみ減量と
リサイクル、さらには緑の保全と創出などの取組みを
推進し、低炭素社会の実現に取り組んでいる。 

鹿児島市（日本国） 鹿児島市における低炭素施策に

ついて 
環境基本計画を策定し、再生可能エネルギーの導入、
かごしま環境未来館での環境教育などの低炭素施策を
実施している。 
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特別セッション 災害からの都市の復興 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

浦項市（大韓民国）都心再生戦略 
都心にある東濱湾と東濱運河の再開発を官民共
同で行い、水辺に親しめる新都心づくりを進め、
浦項市の新しいランドマークとすることを目指
している。 

 

宮崎市（日本国）口蹄疫からの復興 
2010 年に口蹄疫が発生し、その後の復興に向け
た対応として「頑張ろう宮崎プロジェクト」な
ど官民一体となった取り組みを進めている。 

 

バンコク都（タイ王国）洪水制御システム 
数十年に一度といわれる昨年の大洪水からの復活を
遂げた。洪水の原因を分析し、水路の増設や計画的
な排水など、今後への効果的な対策を進めている。 

 

口蹄疫からの復興

Reconstruction after Foot-and-Mouth Disease -- Works 24 hours a dayWorks 24 hours a day
-- Report rainfall data from radar by radio, twitter and facebook Report rainfall data from radar by radio, twitter and facebook 
of of DDS DDS 
-- Call center to receive direct information from people and Call center to receive direct information from people and 

broadcast using public radiobroadcast using public radio

7. 7. Flood Control Center (FCC) Flood Control Center (FCC) 

Background

72

Do you know Pohang?Do you know Pohang?
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第１０回アジア太平洋都市サミット概要 

期 間 ：平成24年7月26日（木）～7月28日（土） 
開催都市：大韓民国浦項市 
全体テーマ：「低炭素グリーン成長のための都市政策と都市間連携」 
サブテーマ：「テーマのある都心開発及びWaterfront開発を通じた都市再生政策」 

「環境配慮型グリーン成長産業を基盤とする都市間の経済協力」 
「低炭素グリーン成長のための都市別優秀政策事例」 

基調講演：「地域社会における研究大学の役割」 浦項工科大学 総長 金用民氏 
参加者：２国際機関10か国23都市（約120名）※オブザーバー参加都市含む 

      国際機関（２）－国際連合人間居住計画（ハビタット）福岡本部（アジア太平洋担当）、

国連環境計画金融イニシアティブ 
海外会員都市（12都市） 
バンコク都（タイ王国），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），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），浦項市（大韓民国），シンガポール（シンガポール共和国），ウ

ラジオストク市（ロシア連邦） 
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） 
湛江市（中国）、張家口市（中国）、深圳市（中国）、バリアブンタウ市（ベトナ

ム）、ゼネラルティニオ市（フィリピン） 
 

 
 
今後のアジア太平洋都市サミットの主な会議予定 

開催時期 会 議 名 開催都市 

２０１３年 

10月31日 

～11月2日 

第11回アジア太平洋都市サミット 

 テーマ：くらしやすい都市づくり 

     ～安心で、住みやすく、働きやすいまちづくり～ 

 

熊本市（日本国） 

２０１４年 第10回実務者会議 バンコク都（タイ王国） 

２０１５年 第12回アジア太平洋都市サミット ウラジオストク市（ロシア連邦） 
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福岡市の取り組む節水型都市づくりシリーズの第３弾は下水処

理水の再利用による再生水事業です。福岡市は1980 年から安定

した水資源として、下水処理水をトイレの洗浄用水や樹木の散水

用水として活用しています。2011 年は 1 日平均 5,300m3/日

の再生水を供給し、供給箇所数は386箇所、供給区域は1,414ha

となり、日本一でした。 

市内には中部と東部の２つの再生処理施設があり、水処理フロ

ーは下図のとおりとなっています。 

水処理センターの二次処理水を原水とし、凝集沈でん処理、 

オゾン処理、砂ろ過処理により不純物を取り除き、脱色・脱臭を

行い、仕上げは繊維ろ過により水質を安定・向上させています。 

再生水の供給区域は、大型建築物の多い市街地や埋め立てによ

って新しくまちづくりが行われる区域などが中心です。 

 またコスト面では、イニシャルコストの半分を国庫補助で、残

り半分とランニングコストを再生水の料金収入でまかなっており、

市民の理解と協力による安定した経営を行っています。 

http://www.urc.or.jp/summit/news/newsfukuoka/000936.html 

 

 

 

 

 
下水処理施設 

公園・道路の 
樹木の散水 

再生水利用建物 

オゾン発生

器 

凝集沈でん池 

砂ろ過器 

次亜塩素酸ナ

トリウム 

PAC 

配水池 

オゾン反応塔 

再生処理施設 

下水 

繊維ろ過機 

下水処理水 
     再生水 

上水 

シリーズ 節水型都市づくり － 福岡市 ③ 
下水処理水の再利用による再生水事業 

節水型都市づくりの取り組み 

中部再生処理施設のフロー 
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2016 年 会 議 開 催 都 市 を募 集 しています 

  アジア太平洋都市サミット事務局は、2016 年に開催予定の第11 回アジア太平洋都市サミット

実務者会議の開催都市を募集しております。アジア太平洋都市サミットは、1994 年から会員都市

の首長が一堂に会する市長会議と実務担当者による実務者会議を隔年で開催し、環境、交通などの

様々な分野で都市の連携による課題解決や国際技術協力の支援などに取り組んできました。会議開

催は、アジア太平洋地域での国際的なプロモーション機会でもあり、会員都市及び国際関係機関等

との連携を構築し、交流・協力関係の強化や国際的なビジネス環境整備に繋がる大きな契機ともな

ります。 

2016 年4 月～2017 年3 月に実務者会議（地方政府の実務担当者による会議）の開催をご希

望される会員都市は、優先的に開催候補都市とさせていただききますので、2013 年２月 28 日

までに事務局にご連絡ください。 

 

 

 

★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/ 

２０１３年２月   


