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IV　浦項宣言

	「第 10回アジア太平洋都市サミット」は、新しい会員となった中国の長

沙市を含めた 10カ国 23都市が参加し、2012 年 7月 27日に大韓民国・

浦項市において開催した。今回のサミットは 2011 年 8月に開催した鹿

児島実務者会議の共同声明を受けて「低炭素グリーン成長のための都市

政策と都市間連携」をテーマに行った。

	グローバル時代の環境に配慮した都市の発展について幅広く意見交換

し、各都市の持つ知識と経験を尊重し合いながら、すべての会員が持続

可能な都市として発展していくことを確認した。

 今回の「第 10回アジア太平洋都市サミット」に参加した都市は、低炭

素グリーン成長を重視した発展を目指し、相互理解と協力に基づきアジ

ア太平洋地域の中心都市となることを共通目標とし、以下の浦項宣言を

採択する。

１.　　我々は低炭素グリーン成長を実践し、都市間の善意なる競争を通

じアジア太平洋地域に新たな活力を与え、この地域を国際的な競争

力を備えた世界の中心として発展させるために努力する。

２.　　低炭素グリーン成長を基盤とする都市開発や環境問題への対応な

ど、様々な分野における優れた政策と知識・情報・事例を共有し、

未来の繁栄と発展を目指し、相互交流と協力を活発に推進する。

３.　　アジア太平洋地域のバランスの取れた発展のために、都市の環境

問題はもちろん、経済・文化・観光などの分野における交流の推進

が必要だという共通認識を持ち、その実現のために協力する。

	 2012 年 7月 27日

	 大韓民国・浦項にて
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機関
Organization

役職
Position

氏名
Name

浦項工科大学
Pohang	University	of	Science	

and	Technology

総長（基調講演者）
Professor	and	President	(Keynote	Speaker)

金	用民
Dr.	KIM	Yongmin	

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）

UN-HABITAT
FUKUOKA	OFFICE

(Regional	Office	for	Asia	and	the	
Pacific)

上級人間居住専門官
Senior	Human	Settlements	Officer

Mr.	Lalith	LANKATILLEKE

国連環境計画金融
イニシアティブ
UNEP	FI

特別顧問（鹿児島市環境アドバイザー）
Special	Advisor	(Kagoshima	City	Environmental	Advisor)

末吉　竹二郎
Mr.	SUEYOSHI	Takejiro

都市
City

役職
Position

氏名
Name

バンコク都
（タイ王国）

Bangkok	Metropolitan	
Administration

(Kingdom	of	Thailand)

副知事
Deputy	Governor

Dr.	Vallop	SUWANDEE

灌漑局灌漑情報技術部長
Director	of	Irrigation	Information	Technology,	Department	
of	Irrigation	

Mr.	Narong	JIRASUBKUNAKRON

国際部国際課長
Chief	of	International	Affairs	Division	

Mr.	Piset	ARAMRAKS

社会福祉課係員
Social	Work	Officer

Mrs.	Kanokorn	VISESSANGUAN

国際部国際課係員
Foreign	Relations	Officer,	International	Affairs	Division

Ms.	Phojanee	KALAPAK

釜山広域市
（大韓民国）

Busan	Metropolitan	City
(Republic	of	Korea)

국제대사
副市長
Vice	Mayor

김연권
Mr.	KIM	Youn-Kwon

국제협력과 주무관 
国際協力課主務官
Officer,	International	Relations	Division

Mr.	KANG	Jun	Mo	

長沙市
（中華人民共和国）

Changsha	Municipal	People's	
Government

(People's	Republic	of	China)

副市長
Vice	Mayor

钟 钢
Mr.	ZHONG	Gang	

外事弁公室通訳
Translater,	Changsha	Foreign	Affairs	Office

崔 丽仙
Ms.	CUI	Lixian	

■ゲスト GUEST

V　参加者名簿

■会員都市 MEMBER CITIES 都市名：アルファベット順　City Name: Alphabetical Order 
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都市
City

役職
Position

氏名
Name

大連市
（中華人民共和国）

Dalian	Municipal	People's	
Government

(People's	Republic	of	China)

政治協商会議主席
Chairman,	the	CPPCC	Dalian	Committee

刘 俊文	
Mr.	LIU	Junwen	

政治協商会議秘書長
Secretary	General,	the	CPPCC	Dalian	Committee

王 儀奎
Mr.	WANG	Yikui

政治協商会議委員
Member,	the	CPPCC	Dalian	Committee

陳 祥立
Mr.	CHEN	Xiangli	

政治協商会議秘書
Secretary,	the	CPPCC	Dalian	Committee

丁 洪君
Mr.	DING	Hongjun	

政治協商会議委員
Member,	the	CPPCC	Dalian	Committee

于 学臣
Mr.	YU	Xuechen

外事弁公室主任
Director	General,	Dalian	Foreign	Affairs	Office

王 洪俊
Mr.	WANG	Hongjun	

外事弁公室アジア処副処長
Deputy	Division	Director,	Dalian	Foreign	Affairs	Office

陈 策
Mr.	CHEN	Ce	

福岡市
（日本国）
Fukuoka	City
(Japan)

市長
Mayor

髙島　宗一郎
Mr.	TAKASHIMA	Soichiro

総務企画局国際部長
Executive	Director,	International	Affairs	Department

百武　隆典
Mr.	HYAKUTAKE	Takanori

総務企画局国際部係長
Chief,	International	Affairs	Department

安樂　博史
Mr.	ANRAKU	Hiroshi	

総務企画局国際部係長
Chief,	International	Affairs	Department

宮崎　真吾
Mr.	MIYAZAKI	Shingo	

環境局環境政策課係長
Chief,	Environmental	Policy	Department

政次　貴光
Mr.	MASATSUGU	Takamitsu	

総務企画局国際部係員
Assistant	Chief,	International	Affairs	Department

真藤　悠子
Ms.	SHINTO	Yuko	

総務企画局国際部（通訳・中国語）
International	Affairs	Coordinator,	 International	Affairs	
Department

千葉　由紀子
Ms.	CHIBA	Yukiko

総務企画局国際部（通訳・英語）
International	Affairs	Coordinator,	 International	Affairs	
Department

七條　真理子
Ms.	SHICHIJO	Mariko

総務企画局国際部（通訳・韓国語）
International	Affairs	Coordinator,	 International	Affairs	
Department

李	美妍
Ms.	LEE	Mi	Yeon	

広州市
（中華人民共和国）

Guangzhou	Municipal	People's	
Government

(People's	Republic	of	China)

市政府副秘書長
Deputy	Secretary	General,	Guangzhou	Municipal	
Government

危 伟汉
Mr.	WEI	Weihan

外事弁公室副主任
Deputy	Director	General,	Guangzhou	Foreign	Affiars	Office

曾 庆椿
Mr.	ZENG	Qingchun

市政府弁公庁処長
Division	Chief,	General	Office	of	Guangzhou	Municipal
	Government

吴 海儒
Mr.	WU	Hairu

外事弁公室処長
Division	Chief,	Guangzhou	Foreign	Affiars	Office

陈 洁
Ms.	CHEN	Jie

外事弁公室
Staff,	Guangzhou	Foreign	Affairs	Office

郑 慧荣
Ms.	ZHENG	Huirong	
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都市
City

役職
Position

氏名
Name

光陽市
（大韓民国）
Gwangyang	City	
(Republic	of	Korea)

시장
市長
Mayor

이성웅
Prof.	LEE	Sung-woong

항만통상과장
港湾通商課長
Director,	Port	&	Trade	Division

윤영학
Mr.	YOON	Yeong-Hak	

항만통상과 국제협력팀장
港湾通商課国際協力チーム長
Team	Leader,	 International	Cooperation	Team,	Port	&	
Trade	Division

송훈철
Mr.	SONG	Hun-Cheol	

항만통상과 국제협력팀 주무관
港湾通商課国際協力チーム主務官
International	Cooperation	Team,	Port	&	Trade	Division

임동철
Mr.	IM	Dong-chul	

시장실 비서                                                                                     
市長室秘書
Secretary,	Mayor's	Secretary	Room

박정규
Mr.	PARK	Jeong-Gyu	

시장실 직원                                                                                     
市長室係員
Staff,	Mayor's	Secretary	Room

유옥주
Mr.	RYU	Okju	

イポー市
（マレーシア）
Ipoh	City
(Malaysia)

ワンストップセンター所長
Division	Chief,	Local	Authority	One	Stop	Centre	Division

Mr.	WONG	Kam	Lee	

環境衛生局環境衛生管理者
Health	Inspector,	Local	Authority	Health	Department

Mr.	LEE	Soon	Gum	

ジャカルタ特別市
（インドネシア共和国）

Jakarta	Capital	City	Government	
(Republic	of	Indonesia)

保全・環境システム部長
Head,	Conservation	and	Environment	System	Division

Mr.	Rusman	Erwin	SAGALA

北ジャカルタ市経済・行政担当次長
Assistant	 Secretary,	 Economy	 and	Administration	 for	
North	Jakarta	City

Mr.	M	YULIADI

国際協力課係員
Officer,	International	Cooperation

Ms.	Rosmelini	Desriati	PURBA

済州特別自治道
（大韓民国）

Jeju	Special	Self-Governing	
Province	

(Republic	of	Korea)

국제자유도시본부장
国際自由都市本部長
Executive	Director,	Free	International	City	Bureau

오승익
Mr.	OH	Seung	Ieek	

평화협력과 교류협력계
平和協力課国際交流員
Coordinator	for	International	Relations,	Peace	and	
Cooperation	Division

김재연
Ms.	KIM	Jeyon	

鹿児島市
（日本国）
Kagoshima	City	

(Japan)

市長
Mayor

森　博幸
Mr.	MORI	Hiroyuki	

市長室長
Head,	Mayor's	Office

松永　範芳
Mr.	MATSUNAGA	Noriyoshi	

国際交流課長
Chief,	International	Affairs	Division

中園　豊明
Mr.	NAKAZONO	Toyoaki	

環境政策課主幹
Assistant	Chief,	Environmental	Policy	Division

尾堂　正人
Mr.	ODO	Masato	

国際交流アドバイザー
CIR

オ　ドンヒョン
Mr.	OH	Donghyeon	
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都市
City

役職
Position

氏名
Name

北九州市
（日本国）

Kitakyushu	City	
(Japan)

副市長
Deputy	Mayor

梅本　和秀
Mr.	UMEMOTO	Kazuhide

総務企画局国際部国際政策課長
Director,	International	Policy	Division

小石　佐織
Ms.	KOISHI	Saori	

熊本市
（日本国）

Kumamoto	City	
(Japan)

市長
Mayor

幸山　政史
Mr.	KOHYAMA	Seishi	

環境局長
Executive	Director,	Environmental	Bureau

原本　靖久
Mr.	HARAMOTO	Yasuhisa	

観光文化交流局シティプロモーション課長
Director,	City	Promotion	Section,	Tourism,	Culture	and	
Exchange	Bureau

井本　賢一
Mr.	IMOTO	Kenichi	

総務局秘書課秘書係長
Chief	Staff,	Mayors'	Office,	Plan	Development	&	Promotion	
Bureau

那須　光也
Mr.	NASU	Mitsuya	

環境局環境政策課温暖化対策室主査
Chief	 Staff,	 Global	Warming	Countermeasure	Office,	
Environmental	Policy	Section,	Environmental	Bureau

外山　誠
Mr.	TOYAMA	Makoto	

観光文化交流局シティプロモーション課国際室主査
International	 Affairs	Office,	 City	 Promotion	 Section,	
Tourism,	Culture	and	Exchange	Bureau

樋口　雄二
Mr.	HIGUCHI	Yuji	

観光文化交流局シティプロモーション課コンベンション
推進室主査
Chief	Staff,Convention	Promotion	Office,	City	Promotion	
Section,	Tourism,	Culture	and	Exchange	Bureau

辻山　亨
Mr.	TSUJIYAMA	Toru	

観光文化交流局シティプロモーション課コンベンション
推進室主任主事
Senior	Staff,	Convention	Promotion	Office,	City	Promotion	
Section,	Tourism,	Culture	and	Exchange	Bureau

上坂　恭士
Mr.	UESAKA	Kyoji	

観光文化交流局シティプロモーション課国際室国際交流
員
Coordinator	for	International	Relations,	International
Affairs	Office,	City	Promotion	Section,	Tourism,	Culture
and	Exchange	Bureau

申　惠智
Ms.	SHIN	Hyeji	

宮崎市
（日本国）
Miyazaki	City	
(Japan)

副市長
Vice	Mayor

金丸　健二
Mr.	KANEMARU	Kenji	

都市整備部景観課景観企画係主任技師
Senior	Technical	Staff,	Landscape	Division

小椋　大
Mr.	OGURA	Dai	

企画財政部企画政策課企画係主任主事
Senior	Staff,	Project	Development	Division

井俣　雅貴
Mr.	INOMATA	Masataka	

大分市
（日本国）
Oita	City	
(Japan)

市長
Mayor

釘宮　磐
Mr.	KUGIMIYA	Ban	

環境部長
Director-General	of	Environment	Department

利光　泰和
Mr.	TOSHIMITSU	Yasukazu	

環境部環境対策課主査
Senior	Staff	of	Environmental	Protection	Division,
Environment	Department

牧　俊孝
Mr.	MAKI	Toshiyuki	

シンガポール
（シンガポール共和国）

Singapore
(Republic	of	Singapore)

国家開発省暮らしやすい都市センター副部長
Associate	Director	at	Centre	 for	Liveable	Cities,	Ministry	
of	National	Development

Mr.	Julian	GOH
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都市
City

役職
Position

氏名
Name

ウラジオストク市
（ロシア連邦）
Vladivostok	City

(Russian	Federation)

副市長
Vice	Mayor

Mr.	Roman	Vladimirovich	KARMANOV

専門官
Senior	Specialist

Ms.	Daria	Vladimirovna	STEGNIY

浦項市
（大韓民国）
開催都市事務局
Pohang	City	

(Republic	of	Korea)
The	10th	Asian-Pacific	City	
Summit	Host	City	Office

시장
市長
Mayor

박승호
Mr.	PARK	Seung-ho	

부시장
副市長
Vice	Mayor

김성경
Mr.	KIM	Sung	Kyung

국제화전략본부장
国際化戦略本部長
General	Director,	Globalization	Strategy	Bureau

이환진
Mr.	LEE	Hwan-Jin	

국제화전략본부 국제협력팀  팀장
国際化戦略本部国際協力チーム長
Team	Leader,	International	Cooperation	Team,	
Globalization	Strategy	Bureau

최상수
Mr.	CHOI	Sang-Soo	

국제화전략본부 국제협력팀 국제협력담당계장
国際化戦略本部国際協力チーム国際協力担当係長
Section	Chief,	International	Cooperation	Section,	
International	Cooperation	Team,	Globalization	Strategy	
Bureau

박영환
Mr.	PARK	Yeong	Hwan	

국제화전략본부 국제협력팀 국제협력담당 주무관	
国際化戦略本部国際協力チーム国際協力担当主務官
Officer,	 International	Cooperation	Section,	 International	
Cooperation	Team,	Globalization	Strategy	Bureau

김석견
Mr.	KIM	Seok	Gyeon	

국제화전략본부 국제협력팀 국제협력담당 주무관	
国際化戦略本部国際協力チーム国際協力担当主務官
Officer,	 International	Cooperation	Section,	 International	
Cooperation	Team,	Globalization	Strategy	Bureau

김자광
Mr.	KIM	Ja	Kwang	

국제화전략본부 국제협력팀 영어 통역 
国際化戦略本部国際協力チーム通訳
Interpreter,	International	Cooperation	Team,	Globalization	
Strategy	Bureau

박은정
Ms.	PARK	Eun	Jeong	

국제화전략본부 국제협력팀 중국어 통역
国際化戦略本部国際協力チーム通訳
Interpreter,	International	Cooperation	Team,	Globalization	
Strategy	Bureau

송순애
Ms.	SONG	Shunai

국제화전략본부 국제협력팀 일본어 통역	
国際化戦略本部国際協力チーム通訳
Interpreter,	International	Cooperation	Team,	Globalization	
Strategy	Bureau

박유정
Ms.	PARK	Yu	Jung	

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
Asian-Pacific	City	Summit	

Secretariat
Fukuoka	Asian	Urban	Research	

Center

理事長
Director-General

安浦　寛人
Prof.	Ph.D.	YASUURA	Hiroto

常務理事
Managing	Director

梶原　信一
Mr.	KAJIHARA	Shinichi	

交流推進係長
Manager,	Exchange	Promotion	Section

市場　留美
Ms.	ICHIBA	Rumi	

係員
Staff

大関　麻里子
Ms.	OZEKI	Mariko	

係員
Staff

邊	貞敏
Ms.	BYUN	Jungmin
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　会員都市

　会員都市 (13 か国 30 都市 )

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 ), 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 (インドネシア共和国 ), 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 ( フィリピン共和国 ), 浦項市 ( 大韓民国 ),

上海市 ( 中華人民共和国 ), シンガポール（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 ),

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

（2012 年 7月現在）



開催地 開	催	日 全体会議テーマ 分科会テーマ 参加都市

第1回
福岡市 1994.9.22～9.25 「アジア太平洋時代における都市の発展と人間居住環境との調和」

「都市と交通」
「都市と住宅」
「都市と環境・衛生」

11か国・地域
21都市

第2回
広州市 1996.9.27～10.1 「21世紀における都市の発展」

「将来の都市計画と都市建設」
「現代都市の環境保護」
「都市の近代化と伝統文化」

11か国・地域
20都市

第3回
福岡市 1998.7.11～7.13 「都市連携の将来展望」

「次世代教育の取り組み」
「保健医療体制の確立」
「都市と上下水道」

12か国・地域
23都市

第4回
釜山広域市 2000.5.13～5.15 「新たな千年紀におけるアジア太平洋都市の経済発展」

「都市間交流と貿易の振興」
「観光産業の育成案」

11か国
22都市

第5回
福岡市 2002.8.30～9.1 「21世紀型の新しい都市づくり～ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄからｶﾞﾊﾞﾅﾝｽへ～」

「市民参加型都市づくり」
「顧客重視･成果重視の行政改革」
「e-ガバナンス～ ITを利用した都市づくり～」
「産学官の連携」

12か国
24都市

第6回
ﾊﾞﾝｺｸ都 2004.11.30～12.2 「持続可能な都市再開発：新しいアプローチ」

「新しい都市性：価値，都市統治，住民参加」
「新たな行政経営：官民協力，万人のための機会構築」

10か国
14都市

第7回
ｳﾙﾑﾁ市 2006.8.8～8.10 「調和ある都市の発展」

「社会福祉」
「都市インフラの建設」
「新産業の開発」

5か国
13都市

第8回
大連市 2008.9.28～9.30

「アジア太平洋先進都市
～環境、資源、文化及び産業に
関する新思考～」

「アジア太平洋をリードする都市の地域的責任と地域協力」
「現代都市資源の利用と管理」
「都市における経済社会の持続可能な発展と環境保護」
「現代都市文化の継承とイノベーション」
「自然の恵みと都市産業の選択」
「知識所有権の保護」
「都市生態の保護」
「都市の交通」

11か国
39都市

第9回
ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ市 2010.9.30～10.1 「持続可能なアジア太平洋都市の発展～世界的経済危機下での新しい都市政策～」

「経済成長のための取り組み」
「新しい都市づくり」

6か国
13都市

第10回
浦項市 2012.7.26～7.28 「低炭素グリーン成長のための都市政策と都市間連携」

「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」

10か国
23都市

　アジア太平洋都市サミットの実施状況
■市長会議

■実務者会議

開催地 開	催	日 テーマ 参加都市

第 1回
福岡市

1995.10.26 ～
10.27

「アジア太平洋地域の都市における交通マネジメント」
（交通運営施策及び需要の抑制）

10か国・地域
20都市

第 2回
福岡市

1997.11.26 ～
11.28

「ごみの処理処分」
（持続的発展をめざした環境への取り組み）

9か国
18都市

第 3回
福岡市

1999.11.30～12.2「安全な水道水の供給」
10か国・地域
18都市

第 4回
釜山広域市

2001.9.6 ～ 9.8 「アジア太平洋都市間の観光交流の拡大方策」
7か国
17都市

第 5回
熊本市

2003.11.9～11.10「市民協働の街づくり」
9か国
18都市

第 6回
ｳﾙﾑﾁ市

2005.9.10～9.12「多元的文化を通じての都市の発展」
3か国
9都市

第 7回
北九州市

2007.7.30 ～ 8.1 「住民による美しいまちづくりと都市の魅力」
5か国
15都市

第 8回
福岡市

2009.9.17～9.18「文化芸術による都市の魅力づくり」
7か国
17都市

第 9回
鹿児島市

2011.8.18～8.20「みんなでつなぐ　人と地球にやさしいまちづくり」
7か国
18都市
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アジア太平洋都市サミット規約
　　　第１章　　総　則

　（名称）
第１条　この組織の名称は，アジア太平洋都市サミット（英文名Asian-Pacifi	c	City	Summit　以下「都市サミッ
ト」という。）という。

　（目的）
第２条　都市サミットは，都市化の進展に伴い発生する都市問題の解決に向け，アジア太平洋地域の諸都市が，
都市の連携とネットワークの構築を目指すことにより，アジア太平洋地域の一層の発展と世界の恒久平和に寄
与することを目的とする。

　（事業）
第３条　都市サミットは，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。
　(1)	市長会議の開催
　(2)	実務者会議の開催
　(3)	その他都市サミットの目的を達成するために必要な事業

　　　第２章　　会員都市

　（会員都市）
第４条　都市サミットの会員都市は，別表のとおりとする。

　（代表者）
第５条　会員都市の代表者は，原則として市長又は市長相当職とする。

　（加入）
第６条　都市サミットに新たに加入しようとする都市は，文書により，事務局に申請する。
２　事務局は，前項の申請について，その受理後最初に開かれる市長会議に付議する。
３　会員の資格は，市長会議における承認の日から効力を生じる。

　（脱退）
第７条　会員都市は，事務局に，脱退を文書で申し出ることにより，脱退することができる。
２　脱退の効力は，事務局が前項の規定による申し出を受理した日から起算して 30日を経過した日をもって生
じる。

３　会員都市は，都市サミットを脱退した場合においても，この規約に基づき脱退前に負うこととされた義務に
ついては，脱退後も誠実にこれを履行しなければならない。

　　　第３章　　市長会議

　（市長会議）
第８条　市長会議は，原則として，２年に１回開催する。
２　市長会議は，開催都市の代表者が招集する。

　（構成）
第９条　市長会議は，会員都市の代表者をもって構成する。
２　市長会議には，会員都市の代表者が出席することを原則とする。ただし，代表者本人が出席できない会員都
市は，代表者が他の者に権限を委譲し，出席させることができる。

３　会員都市以外の都市であっても，会員都市の紹介により，オブザーバーとして市長会議を傍聴することがで
きる。

　（権限）
第１０条　市長会議の権限は，次のとおりとする。
　(1)	規約の改廃
　(2)	新規加入の承認
　(3)	市長会議及び実務者会議開催都市の決定
　(4)	その他都市サミットの運営についての重要な事項の決定

　（議長）
第１１条　市長会議の議長は，原則として開催都市の代表者が務める。

　（定足数及び議決方法）
第１２条　市長会議の定足数は，全会員都市の２分の１とする。
２　市長会議の議決は，原則として，出席会員都市の過半数の賛成により議決する。

　（経費）
第１３条　市長会議の開催に関わる経費は，開催都市の負担とする。
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２　市長会議の出席に関わる経費（渡航費及び滞在費）は，出席都市の負担とする。ただし，開催都市が，その
判断により当該経費の一部を負担することを妨げない。

　（開催都市の決定）
第１４条　市長会議の開催を希望する会員都市は，事務局へ申請する。
２　事務局は，前項の申請について，その受理後最初に開かれる市長会議に付議する。

　　　第４章　　実務者会議

　（実務者会議）
第１５条　実務者会議は，原則として，２年に１回開催する。
２　実務者会議は，開催都市の代表者が招集する。

　（構成）
第１６条　実務者会議は，会員都市の実務者をもって構成する。
２　会員都市以外の都市であっても，会員の紹介により，オブザーバーとして実務者会議を傍聴することができ
る。

　（権限）
第１７条　実務者会議は，市長会議で決定された合意事項の実現を図るため協議を行う。
２　実務者会議の結果は，原則として，実務者会議の開催都市が市長会議に報告する。

　（議長）
第１８条　実務者会議の議長は，原則として開催都市が選出する者が務める。

　（経費）
第１９条　実務者会議に関わる経費は，第１３条の規定を準用する。

　（開催都市の決定）
第２０条　実務者会議の開催都市の決定に関しては，第１４条の規定を準用する。

　　　第５章　　事務局

　（事務局）
第２１条　都市サミットの事務局は福岡市に置く。
２　事務局の運営に要する経費は，福岡市が負担する。
３　事務局は，次の事業を行う。
　(1)	会員都市間の連絡及び調整
　(2)	市長会議，実務者会議、その他都市サミットの事業に関する連絡，調整及び支援
　(3)	各種会議の記録や都市サミットの運営に関する情報の保管及び提供
　(4)	都市サミットの運営全般に関する調査及び研究
　(5)	その他，都市サミットの運営に関する事項
４　その他，事務局の運営に関し必要な事項は，福岡市が別途定める。

　　附　則
　この規約は，２００２年８月３１日から施行する。
　　附　則
　この規約は，２００８年９月２９日から施行する。
　　附　則
　この規約は，２０１０年９月３０日から施行する。
　　附　則
　この規約は，２０１２年７月２７日から施行する。

別表

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）
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　アジア太平洋地域は、経済成長が著しい地域として世

界の中で注目を浴びています。しかしその一方で、都市に

おいては活発な経済活動に伴う人口集中等による様々な「都

市問題」が深刻化しています。

　このような状況にあって、「アジア太平洋都市サミット」

は、アジア太平洋地域の諸都市の首長が一堂に会し、率

直な意見交換等を行うことにより都市の友好親善はもちろ

ん、都市問題の解決に向けた相互協力、更には相互の都

市の一層の発展に向けたネットワークの構築を図ることを目

的に、1994 年から隔年に開催されています。


