
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

横浜市では、公民連携による国際技術協力事業（Y-PORT 事業）を推進し、市内企業の海外展開や

新興国諸都市の都市課題解決支援を進めています。その一環として、アジア新興国諸都市の代表者

や、企業・国際機関等の有識者が一堂に会し、経済成長と良好な都市環境が両立する持続可能な都

市づくりの実現に向けた議論を行う国際会議「アジア・スマートシティ会議」を、平成 24 年から

主催しています。 

今年度は、「アジア・スマートシティ・ウィーク（ＡＳＣＷ）」（別紙１）として、国土交通省が主

催する「日ＡＳＥＡＮ スマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合（ＡＳＣＮ）」及び内閣府・

世界経済フォーラムが主催する「グローバル・スマートシティ・アライアンス設立会合（ＧＳＣＡ）」

と連携開催することで、スマートシティに係る取組を横浜から国内外に向けて力強く発信します。

また、この連携開催により、「アジア・スマートシティ会議」の、海外の都市開発に関する情報・人

が集まる「マーケットプレイス」としての機能を充実させ、市内企業の海外インフラビジネス展開

を一層推進します。 
 

第８回アジア・スマートシティ会議（ＡＳＣＣ） 

【日   程】令和元年 10 月８日（火）～11 日（金） ※別紙１を参照 

８日～10 日：ビジネスマッチングセッション 

10 日：分野・企画別セッション、全体会議 

11 日：「日ＡＳＥＡＮ スマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合（ＡＳＣ

Ｎ）」と合同の視察ツアーを予定 

【場    所】ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル３階会議室フロア 

        （横浜市西区みなとみらい１－１－１） 

【主   催】横浜市 

（共同運営：世界銀行東京開発ラーニングセンター、アジア開発銀行研究所） 

【テ ー マ】共創による革新に向けたマーケットプレイス 

【参加予定者】海外都市：（セブ（フィリピン）、ダナン（ベトナム）、バンコク（タイ））など 

     アジア太平洋地域を中心に約 30 都市 

国・関係機関、国際機関、学術機関、民間企業 等 

【プログラム】 別紙２を参照 

  
※取材について：詳細は、後日改めて記者発表にてお知らせします。 

 

 

 
裏面あり 

令 和 元 年 ８ 月 2 2 日 
国 際 局 国 際 協 力 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

横浜で３つのスマートシティの国際会議が同時開催 
 

～ アジア・スマートシティ・ウィーク（10/8～11）の実施 ～ 



 

 

 

 

 

【第７回（昨年度）アジア・スマートシティ会議の様子】 

 
 

 

【アジア・スマートシティ・ウィークにおける他会合についてのお問合せ先】 

 ・日ＡＳＥＡＮ スマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合 

（主催：国土交通省） 

https://www.ur-net.go.jp/overseas/AseanSmartCityNetwork/HighLevelMeeting.html 

   国土交通省 総合政策局国際政策課（グローバル戦略） 

   長谷川、上林、片田、斎藤  

Tel 03-5253-8314 

 

 ・グローバル・スマートシティ・アライアンス 設立会合 

  （主催：内閣府、世界経済フォーラム第４次産業革命日本センター） 

https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-to-lead-g20-smart-cities-alliance-on-

technology-governance 

（アジア・スマートシティ・ウィーク全体に関し） 

    内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付参事官（統合戦略担当）付 

    吉川、夜久、土屋 

    Tel 03-6257-1169 

  （グローバル・スマートシティ・アライアンス設立会合に関し） 

世界経済フォーラム第４次産業革命日本センター 

    平山 

    Tel 070-2100-1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、アジア・スマートシティ・ウィークにおいて本件会議と連携開催する他会合については、 

国土交通省及び内閣府において本日記者発表をしています。 

お問合せ先 

国際局国際協力課国際技術協力担当課長 西山玲子 Tel 045‐671‐4706 



アジア・スマートシティ・ウィーク（ＡＳＣＷ）について
○概要︓⽇ASEAN スマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合（ＡＳＣＮ）、第８回アジア・スマートシティ会議（ＡＳＣＣ）及びグローバル・
スマートシティ・アライアンス設⽴会合を、「アジア・スマートシティ・ウィーク」（ＡＳＣＷ）という統⼀スローガンのもとに⼀体的に開催し、スマートシティ
に係る取組を⽇本から発信する。各々の会議の概要は以下のとおり。

○⽇時︓2019年10⽉8⽇(⽕)〜10⽉11⽇(⾦)
10/8(⽕) 10/9(⽔) 10/10(⽊) 10/11(⾦)

共通(アジア・スマートシティ・ウィーク)
オープニング

レセプション（ＵＲ主催）
（※URはASCNハイレベル会合の実施機関）

－ レセプション
（横浜市主催） －

⽇ASEAN スマートシティ・ネットワーク・
ハイレベル会合（国⼟交通省主催、外務
省・総務省・経済産業省・環境省協⼒）

オープニング
分科会

シンポジウム
ビジネスマッチング

クロージング
－

視察（共催）

第８回アジア・スマートシティ会議
（横浜市主催） ビジネスマッチング ビジネスマッチング

ビジネスマッチング
分野・企画別セッション
パネルディスカッション・

横浜宣⾔
グローバル・スマートシティ・アライアンス
設⽴会合（内閣府・世界経済フォーラム
第4次産業⾰命⽇本センター主催）

－ 設⽴会合 － －

・⽇ASEAN スマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合︓ASEANと⽇本が協⼒してASCN各都市におけるスマートシティを推進するため、
本会議において、ASEAN側のニーズや⽇本側のノウハウ・技術を共有するとともに、官⺠のマッチングの場を提供する。

・第８回アジア・スマートシティ会議︓ 2012年から横浜市主催で毎年開催している、アジア諸国のリーダー達が集いベストプラクティスを共有する場として
の国際会議。今回2019年で第８回⽬の開催となる。昨年度から引き続き会議テーマは、「共創による⾰新に向けたマーケットプレイス」である。

・グローバル・スマートシティ・アライアンス設⽴会合︓本年６⽉に開催された、つくばでのG20貿易・デジタル経済⼤⾂会合で賛同を得た
「グローバル・スマートシティ・アライアンス」（※）の設⽴式を⾏う。

（※）各都市がベストプラクティスや課題を共有しながら、政府や住⺠、⺠間企業とともにスマートシティの実現を⽬指すグローバルな都市間連携の新しい枠組み

別紙１



アジア・スマートシティ・ウィーク（ＡＳＣＷ） プログラム（現時点案） 

日 ASEAN スマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合（ ＡＳＣＮ） 

第 8 回 アジア・スマートシティ会議（ＡＳＣＣ） 

グローバル・スマートシティ・アライアンス設立会合 

 

場所： ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル会議室フロア 

発表言語: 日本語および英語  

資料については英語で作成 

 

 

1 日目: 2019 年 10 月 8 日(火), 9:30-18:30 (レセプション: 17:00-18:30) 

時間 プログラム 

アジア・スマートシティ・ウィーク（ＡＳＣＷ） 

アジア・スマートシティ・ウィーク（ＡＳＣＷ）の開会式 

 

 

9:30-10:15 

主催者等 挨拶 

写真撮影 

10:15-10:30 休憩 

日ＡＳＥＡＮ スマートシティ・ネットワーク・ハイレベル会合（ＡＳＣＮ） 

※国土交通省主催 

ＡＳＣＣ 

ビジネス 

マッチング 

セッション 

開会式（総会） 

10:30-10:45 共同議長からの挨拶 

ＡＳＣＮ 分野別ワークショップ（分科会） 

10:45-12:15 <ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1> 防災 <ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4> スマートライフ 

12:15-13:30 昼食 

13:30-15:00 <ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2> 都市計画・開発 <ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5> 環境・廃棄物 

15:00-15:15 休憩 

15:15-16:45 <ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3> 交通(自動運転、 

公共交通） 
<ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6> 安全・安心 

17:00-18:30 ＡＳＣＷ レセプション  

 

 

 

別紙２ 



2 日目: 2019 年 10 月 9 日(水), 10:00-17:00 (レセプションなし) 

時間 プログラム 

ＡＳＣＮシンポジウム (パネルディスカッション) 

ＡＳＣＣ 

ビジネス 

マッチング 

セッション 

10:00-10:20 関係省庁等 冒頭挨拶 

10:20-12:30  
シンポジウム（パネルディスカッション方式） 

 ＜ＡＳＥＡＮ３ヵ国、日本２自治体、（独）都市再生機構＞ 

12:30-13:30 昼食 

ＡＳＣＮ官民マッチングセッション  

13:30-15:30 

Room１ 

マッチング 

ブース 

Room２ 

プレゼン 

テーション 

ルーム 

グローバル・スマートシティ・アラ

イアンス設立会合 
＜内閣府・世界経済フォーラム 

第4次産業革命日本センター主催＞ 

15:30-16:00 休憩 

ＡＳＣＮ閉会式 （総会） 

16:00-17:00 閉会 

 

3 日目: 2019 年 10 月 10 日(木), 9:30-19:00 (レセプション: 17:30-19:00)※横浜市主催 

時間 プログラム 

第８回アジア・スマートシティ会議 (ＡＳＣＣ) ※横浜市主催 

9:30-9:45 イントロダクション 

9:45-10:00 休憩 

分野・企画別セッション ＡＳＣＣ 

ビジネス 

マッチング 

セッション 

10:00-12:00 
分科会 世界銀行企画 

セッション 

横浜市温暖化対策統括 

本部企画セッション  

12:00-13:15 ネットワーキングランチ 

分野・企画別セッション 

13:15-15:15 

分科会 ADB 企画 

セッション 

横浜市立大学企画 

セッション 

15:15-15:30 コーヒーブレイク 

クロージングセッション (全体会議)  

15:30-17:00 
<パネルディスカッション> 

<横浜宣言> 

17:30-19:00 ＡＳＣＷ レセプション 

 

４日目: 視察ツアー 2019 年 10 月 11 日(金)午前 

※ＡＳＣＮ＋ＡＳＣＣ共催（※視察先は横浜市内ほかを予定） 
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