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  アジア太平洋都市サミット ニューズレター 

 No.40   2017 年 12 月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 8 月 1 日（水）～3 日(金)に福岡市で開催される第

12 回アジア太平洋都市サミットへは、現在、市長クラスのご

参加希望を続々といただいています。今号では、第 12 回ア

ジア太平洋都市サミットの最新情報をお知らせします。 

 

【最新情報】 

１．基調講演者について 

8/1の基調講演者のうち、ＳＤＧｓについての企業の取り組みをご紹介いただく講演者が決定しました。 

有馬 利男 氏 

国連グローバル・コンパクト※ ボードメンバー 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 代表理事 

（富士ゼロックス株式会社イグゼクティブ・アドバイザー） 

 

※国連グローバル・コンパクト（UNGC） 

各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、

持続可能な成長を実現するための世界的な枠組み作りに参加する自発的な取り組み （グローバル・コ

ンパクト・ネットワーク・ジャパン ホームページより） 

 

２．国際機関のご協力について 

今回のサミットでは、初めての試みとして、世界銀行やアジア開発銀行、JICA といった国際機関等に参加

いただくことになりました。参加都市の今後のまちづくりに資する「都市が利用可能なメニュー・取り組み」など

をご紹介いただく予定です。 
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近代国家形成の契機となった明治維新。鹿児島市では、その原動力となった薩

摩藩の歴史や、それを育んだ本市の多彩な魅力などをＰＲ素材として、“維新のふ

るさと 鹿児島市”を広く全国にアピールしています。 

平成２４年度からカウントダウン事業として、毎年その年ごとに鹿児島にかかわ

りが深い出来事をテーマとしてイベントを開催してきましたが、いよいよ来年は明治

維新１５０周年。その大きな節目に向けた取り組みをご紹介します。 

 

 

年度 主な出来事／テーマ 

平成 24年度 1862年 生麦事件／薩英交流はここから始まった！ 

25年度 1863年 薩英戦争／強大な西洋と対峙した鹿児島 

26年度 1864年 開成所設立／若者よ、西洋を学べ！ 

27年度 1865 年 薩摩藩英国留学生・集成館機械工場完成／薩摩スチューデントが触れた西

洋とは！ 

28年度 1866 年 薩長同盟・龍馬新婚旅行／薩長同盟～小松・西郷・大久保・木戸・坂本が

夢見たものとは～ 

29年度 1867 年 パリ万博・鹿児島紡績所操業開始・異人館完成／国際外交の桧舞台に躍り

出た薩摩 

30年度 1868年 （明治元年）明治維新／近代国家成立の原動力となった薩摩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薩摩維新ふるさと博 
～維新と出逢う時間旅行～ 

西郷・大久保などが生まれ育っ
た加治屋町の歴史ロード“維新
ふるさとの道”で、幕末・維新
期の薩摩の雰囲気を肌で感じら
れるイベントを開催 
１０月２３日の前後（２週間程
度開催） 
当時の衣装に身を包んだキャス
トによるおもてなし、お芝居上
演、体験型イベントなど 

明治維新１５０年カウントダウン事業で取り上げる薩摩藩の主な出来事やテーマ 

明治維新コレクション まちなかおもてなし事業 

市民活動団体や民間事業者を中
心に、街なかで「明治維新」「薩
摩」を体感できるようなイベン
トを開催 
４月～１２月（毎月１回程度開
催） 
トークショー、バスツアー、まち歩

き、スタンプラリー、クイズ大会な

ど 

Ⅱ ２０１８年は明治維新１５０周年！（鹿児島市からの寄稿） 

まちを歩くだけで幕末・維新期
の雰囲気を楽しめるよう、大河
ドラマの放送にあわせて市内各
所に当時の衣装を着たおもてな
し隊を配置 
大河ドラマ館開館期間中の土・
日・祝日 
鹿児島中央駅、天文館周辺に配置 
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【館の名称】西郷どん 大河ドラマ館 

【設置場所】鹿児島市加治屋町 20-1（鹿児島市立病院跡地） 

【設置期間】Ｈ30年1月13日(土)～Ｈ31年1月14日(月・祝) 無休 

【入場料金】大人(高校生以上)600円、小人(小中学生)300円 

 

【展示内容】西郷家、大久保家をイメ

ージした撮影セットの一部再現や、鹿

児島ロケのメイキング映像の上映、プ

ロジェクションマッピングを活用した

クイズコーナー、ドラマで実際に使用

された小道具や衣装の展示など、大河

ドラマの世界観を体験できる内容。 

 

 

 

 

アジア都市景観賞とアジア太平洋地域のまちづくり 

■アジア独特の景観の魅力の発信と幸せな生活環境の構築を目指して 

アジア都市景観賞は、広大で多様な風土と文化を有するアジア地域の景観の魅力を、欧米的な考え方で

はなくアジア地域にあった方法で評価し、それを世界に発信したいという思いが起点となり、国連ハビタット福

岡本部、アジアハビタット協会、福岡アジア都市研究所そしてアジア景観デザイン学会の 4 者で賞を創設し、

2010年から優れた取り組みを行っている都市を表彰しています。 

賞の決定は次の５つの視点に基づいて行います。 

1 地域環境との共存  2 安全性と持続可能性 3 地域の文化と歴史を尊重  

4 芸術性・独創性    5 地域の発展に貢献 

ここでの評価ポイントは、単純な見た目の美しさだけではありません。環境や文化・歴史に配慮し、地域発

展に貢献する取り組みを表彰し発信することで、都市の発展の方向性を示し、アジア地域の人々の幸せな生

活環境づくりを目標としているのです。 

 

■賞を通じたより良いまちづくりの学び合い 

2017 年の表彰式は 9 月下旬に中国・銀川市において開催され、6 か国（中国、インド、インドネシア、日本、

韓国、ベトナム）の 15 プロジェクトに賞が授与されました。2011 年の大洪水で壊滅的な被害を受けた日本の

奈良県十津川村の、災害を契機として取り組んだ新たな村づくりも受賞しました。 

 

Ⅲ 国連ハビタット福岡本部だより（連載 15） 

２０１８年大河ドラマ「西郷どん」の放送に合わせ〝西郷どん 大河ドラマ館〟を設置 
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2010 年からの累計では 14 か国 94 プロジェ

クトが表彰され、アジア太平洋都市サミットのメ

ンバー都市も 11 都市の 15 プロジェクトがこの

中に含まれています。 

今年は初めて過去に受賞した都市の代表者

にも参加いただき、取り組み内容の紹介と併せ

て、受賞後のまちの様子も報告いただき、受賞

したプロジェクトが地域の発展にどのように貢献しているかも検証しました。 

このアジア都市景観賞は、表彰という形を取りながらも、都市間競争を煽るというよりも、アジア各都市の

良い取り組み事例を学び合い、都市の変化に対応して継続的により良いまちづくりに取り組むための都市間

協力を促してゆく場です。この、情報の共有、互いの学び合い、都市間協力という観点は、アジア太平洋都市

サミットの理念とも一致しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市景観と持続可能な都市開発 

2015年9月の国連サミットで、2030年に向けた持続可能な開発目標17ゴールが採択されましたが、ここで

取り上げられている目標はアジア都市景観賞の評価ポイントにも通じます。 

特に近年は、アジア太平洋地域で頻発する気候変動に伴う洪水や干ばつによる被害を防止・軽減するしく

みを都市景観の中にいかに組み込むかや、災害からの復興をまちの文化の復興につなげる取り組み、豊か

な自然環境と人々の経済的な豊かな生活を両立させる都市景観への取り組み等が受賞作品の中に多く見ら

れます。  

また、女性が安心してまち歩きや公園での余暇を楽しめる環境の整備や、陸上の都市開発に偏り、見捨て

られていた河川や張り巡らされた水路を再整備し、水上交通を復活させることで環境改善と水辺の賑わいを

取り戻した都市の事例もありました。 

これまでの受賞都市の取り組み内容については、次のウェブサイトでご覧いただくことができます。 

（日本語） http://urc.or.jp/ トップページ 右サブメニュー内の「アジア都市景観賞」 

（英 語） http://urc.or.jp/ata_english?lang=en 

 

来年も 4 月から賞への応募受付を開始し、一連の審査会を経て、授賞式は秋に中国・銀川市で行う予定で

す。メンバー都市の皆様からのご応募をお待ちしております。 

 

 

2017年9月28日 銀川市での授賞式 

2010年受賞 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ｵｰﾁｬｰﾄ ﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 2011年受賞 バンコク・歴史資産活用都市 2012年受賞 釜山・甘川文化村 

http://urc.or.jp/
http://urc.or.jp/ata_english?lang=en
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開催時期 会議名 開催都市 

平成 30年 8月１日～２日 

※3日は視察 
第 12回市長会議 福岡市（日本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集・発行】 2017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/ 

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 

 

＜お知らせ＞ 
2年に一度開催される「世界都市フォーラム」が10年ぶりにアジア地域で開催されます。 
各国の代表者や研究機関、NGO、民間企業など多様な人々が一堂に会し、都市に係る様々な課題を共有し、

討議します。 
会議と並行して様々な展示も行われ、「アジア都市景観賞」についての展示も行われる予定です。 
この貴重な機会をお見逃しなく。 
 
開催場所： マレーシア・クアラルンプール 
開催期間： 2018年2月7日～2月13日 
参加申込： 参加費は無料ですが、事前登録が必要です。 
詳細はこちらのウェブサイトをご覧ください。 http://wuf9.org/ 
 


