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アジア・スマートシティ・ウィーク（ASCW） プログラム 

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（Ｇ２０） 

2019 年 10 月 8～11 日 

1. 会議  

言語: 日本語および英語 ※資料については英語で作成 

開催場所:  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 

 

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 

9:00 ~ 9:30 受付および説明 

Asia Smart City Week (ASCN & ASCC) 

Asia Smart City Week (ASCW)の開会式 

9:30 ~  
ASCN 主催者（日本政府）からの開会の挨拶 

(和泉総理補佐官) 

 
ASCC 主催者（横浜市）からの開会の挨拶 

(林横浜市長) 

 
ASEAN からの開会の挨拶 

(ASEAN 事務局リロ事務次長) 

 

ASCC 主催者（国際機関）からの開会の挨拶 

  (アジア開発銀行 ミッシェル・バロウ企業局長、 

世界銀行 宮崎成人（まさと） 駐日特別代表) 

~10:15 写真撮影 

日 ASEAN スマートシティーネットワークハイレベル会合 ASCC ビジネス 

ステージ 
開会式（総会） 

10:15~ 
日本の共同議長からの挨拶 

(国交省：栗田国土交通審議官) 

ポスター展示  
タイの共同議長からの挨拶 

(タイ運輸省：チャイワット次官) 

~10:45 写真撮影 
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時間 プログラム 

ASCN 分野別ワークショップ（分科会） 
ASCC ビジネス 

ステージ 

10:45~12:15 

<ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1> 水関連リスク 

・モデレーター：東北大学 

小野裕一教授 

・ＡＳＣＮ側：バンダルスリ

ブガワン（ブルネイ）、バッ

タンバン（カンボジア）、ヤ

ンゴン（ミャンマー）、クチ

ン（マレーシア） 

・日本側： パシフィックコ

ンサルタンツ、富士通、横浜

市、益田市 

＜事務局：国交省＞ 

<ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4> スマートライフ
（ヘルスケア・エネルギー等） 

・モデレーター：東京大学 

橋田浩一教授 

・ＡＳＣＮ側：マカッサル（イ

ンドネシア）、ジャカルタ（インド

ネシア）、マニラ（フィリピン）、

シンガポール、チョンブリ（タ

イ） 

・日本側：TEPCO EP 

International（Thailand）、
Quipper Ltd, Indonesia 

Country Manager、筑波大学 

久野譜也教授、札幌市 

＜事務局：経産省＞ 

(ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼﾞ 1) 

交通 

- プレゼン（1~2 ア

ジア都市が抱える

課題に対して 1~2 

民間企業が解決策

を提示） 

12:15~13:30 昼食 

13:30~15:00 

<ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2> 都市計画・開発 

・モデレーター：千葉大学 

村木美貴教授 

・ＡＳＣＮ側：バンコク（タ

イ）、ネピドー（ミャンマー）、ビエ

ンチャン（ラオス）、ジョホールバ

ル（マレーシア） 

・日本側：UR、OECD・CFE

局、柏市 

＜事務局：国交省＞ 

 <ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5> 環境 

・モデレーター：ＩＧＥＳ 

藤野純一氏 

・ＡＳＣＮ側：シェムリアップ

（カンボジア）、バニュワンギ（イ

ンドネシア）、ルワンパバン（ラ

オス）、ダナン（ベトナム） 

・日本側：清水建設、JFEエ

ンジニアリング、ミネベアミツミ、

クボタ、川崎市、横浜市 

＜事務局：環境省＞ 

(ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼﾞ 2) 

防災 

- プレゼン（1~2 ア

ジア都市が抱える

課題に対して 1~2 

民間企業が解決策

を提示） 

15:00~15:15 休憩 (ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼﾞ 3) 

水・排水処理 

（15:00～16:00） 

- プレゼン（1~2 ア

ジア都市が抱える

課題に対して 1~2 

民間企業が解決策

を提示） 

15:15~16:45 

<ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3> 交通（MaaS） 

・モデレーター：モビリティ

ジャーナリスト 楠田悦子氏 

・ＡＳＣＮ側：プノンペン（カ

ンボジア）、マンダレー（ミャンマ

ー）、セブ（フィリピン）、タイ政府 

運輸省 

・日本側：WILLER、みちのり

ホールディングス、国土交通省

モビリティサービス推進課、経

済産業省自動車課 

＜事務局：国交省＞ 

<ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6> 安全・安心 

・モデレーター：早稲田大学 

三友仁志教授 

・ＡＳＣＮ側：クアラルンプ

ール（マレーシア）、ダバオ（フィ

リピン）、プーケット（タイ）、ハノ

イ（ベトナム）、ホーチミン（ベト

ナム） 

・日本側：NEC、NTT、会津若

松市、高松市、加古川市 

＜事務局：総務省＞ 

(ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼﾞ 4) 

スマートエナジー 

（16:00～17:00） 

- プレゼン（1~2 ア

ジア都市が抱える

課題に対して 1~2 

民間企業が解決策

を提示） 

17:00~ 18:30 ASCW レセプション (日本の民間企業も参加) 
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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 

9:30~10 :00 

 

3 ~ 9:30 

受付 

ASCN シンポジウム (パネルディスカッション) 
A

S
C

N
 

企
業
ブ
ー
ス
展
示 

ASCC ビジネス

ステージ 

ステージ 10:00~ 写真撮影 

展示 

~10:20 日本政府（各省庁の大臣等）冒頭挨拶 

10:20~  

モデレーター(日本大学 中川雅之教授) 

 

  シンガポール (国土開発省センター・フォー・リバブルシティ 

オング局長) 

 

  タイ (運輸省 チャイワット次官)   

 

カンボジア (国土整備・都市化・建設省 ペン・ソパル長官)  

 

埼玉県さいたま市(清水市長) 

 

静岡県藤枝市(北村市長) 

 

UR 都市再生機構(中島理事長)  

(ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼﾞ 5) 

廃棄物処理 

（11:30～12:30） 

- プレゼン（1~2 

アジア都市が抱え

る課題に対して

1~2 民間企業が解

決策を提示） 

12:30~13:30 昼食 

展示 13:30 ~ 15:30 

GSCA  
ASCN 官民マッチングセッ

ション 

 

グローバル・スマートシティ・ア

ライアンス（Ｇ２０）設立会合 

＜内閣府・世界経済フォーラム第

四次産業革命センター＞ 

Room1, Room2 
 

マッチングブース 

15:30-16:00 休憩 

ASCN 閉会式 （総会） (ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼﾞ 6) 

スマートな 

都市開発 

- プレゼン（1~2 

アジア都市が抱え

る課題に対して

1~2 民間企業が解

決策を提示） 

16:00~17:00 

個別の覚書締結 

ラップアップ 

スマートシティについての成果文書 (共同議長より) 

閉会のあいさつ 
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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（時間割・順番は未定） 

時間 プログラム 

9:00 - 9:30 受付 

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イ

ベント 

10:00 - 

12:00 

分科会（テーマ

はビジネスステ

ージ１～６と同

じ） 

世界銀行企画セッ

ション（テーマは

調整中） 

横浜市温暖化対策統括本

部企画セッション 

「Roles of private 

sector in climate 

change 

mitigation/asaptation 

for achieveing the 

SDGs」 

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 

Knowledge 

Hub のあり方 

（パネルディス

カッション） 

ADB 企画セッシ

ョン「Achieving 

Livability 

through Smart 

Technology 

Innovation」 

横浜市立大学企画セッシ

ョン 「ユースイベント

2019」 

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> 

・各セッションの概要報告 

・横浜市国際局 Y-PORT 担当企画セッション「Expectation 

and suggestions for future actions of Y-PORT」 

 

<横浜宣言> 

17:30 - 

19:00 
ASCW レセプション 

 

午
前
中

 : Sm
art C

ity A
ctio

n
 P

lan
 Talk (A

SC
N

) 
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2. インフラ視察   ※ASCW（ASCN＋ASCC 共催） 

4 日目:  2019 年 10 月 11 日（金） 9:00 ~ 13:00  

＜招待者のみ参加可能＞ 

コースＡ 食品廃棄物処理・発電工場（横浜市内：Ｊバイオフードリサイクル） 

コースＢ 快適で暮らしやすいまちづくり（横浜市内：港北ニュータウン） 

コースＣ イノベーション研究エリア（川崎市内：殿町キングスカイフロント） 

 


