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誘致の経緯
御挨拶
開催概要

アジア開発銀行 (ADB) による開催地評価視察

横浜市の取組

横浜市の印象を語る ADB 評価視察メンバー

平成26年 ８月21日

平成27年

財務省が国内開催候補地の募集開始

参考資料

７月７日

開催都市決定後、麻生財務大臣に挨拶する林市長

財務省へ応募書類提出

10月２日

財務省が国内開催候補地を横浜に決定

２月２日

アジア開発銀行による開催地評価視察(〜3日)

５月４日

第48回年次総会(アゼルバイジャン・バクー)にて開催地決定
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Message

会議日程 ( 全プログラム )
●は横浜市が関わったプログラム

7:30

５月３日 ( 水 )

ADB YOKOHAMA

9:00

10:00

11:00

YOKOHAMA's efforts
Reference

19:00

104

・＜ホスト国主催セミナー１＞
アジアの持続的発展に向けた高齢化社会への対応：
保健システムの強化と
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進

・ADB の調達枠組みとビジネス機会
（業務サービス・財務管理部（OSFMD）
）
・2020 年への道：2013-2016 年の
ADB 実績評価レポート（戦略政策局（SPD）
）
・Build 4 Skills - インフラ・プロジェクトにおける
TVET のポテンシャルの活用（独 BMZ 主催）

・ADB マネジメント会合（市民団体・CSO）

・総務セミナー：アジア発展 50 年の教訓と未来への示唆

●ネットワーキングランチ
・スポンサーセミナー：アジアにおけるファイナンスの将来
- その多様なニーズと形態（三菱 UFJ フィナンシャル・
グループ（MUFG）及び国際通貨研究所（IIMA）
）
・スポンサーセミナー：官民連携によるアジアでの質の高い
インフラ・プロジェクトの将来展望（JBIC）
・ADB の脱炭素化（ADB に関する NGO フォーラム）
・変容するアジア・太平洋地域における繁栄の構築
- 貧困削減日本基金の将来的役割

14:00

18:00

・＜パートナーと共に学ぶ２＞
拡大する所得と富の不平等：
「戦略 2030」に関する市民社会からの省察
（オックスファム）

●ネットワーキングランチ
・スポンサーセミナー：民間セクターデーイベント
・スポンサーセミナー：最大の経済効果を生み出すには、
ICT のどの分野に投資すべきか（マイクロソフト）
・50 年にわたる ADB のセーフガード：市民社会から見た
ADB による環境・社会セーフガードの実施
（ADB に関する NGO フォーラム）

13:00

17:00

・アジア開発基金 (ADF)ドナー国年次会合
（招待者のみ）

●VIP テクニカルツアー
・＜ホスト国主催セミナー２＞
アジア通貨危機からの 20 年「成果と今後の展望」
・ADB 総裁年次総会開会記者会見

12:00

16:00

５月５日 ( 金・祝 )

参加登録開始

8:00

15:00

５月４日 ( 木・祝 )

・＜ADB セミナー１＞中所得国の課題の克服
(ADB-IMF セミナー )
・PPP 事業環境に関するアップデート
( 官民連携部 (OPPP))
・シニア現地通貨フォーラム ( 招待者のみ )
・＜パートナーと共に学ぶ 1＞
繁栄の時代における社会的包摂性：
アジア・太平洋地域の若者たちの事例
（ADB ユース・フォー・アジア）
●中尾 ADB 総裁と
林市長との面会

●＜ADB セミナー３＞女性活躍推進セミナー
「女性のリーダーシップ〜活気あるインクルーシブで
持続可能なアジアへ」( 横浜市共催 )

・スポンサーセミナー：持続可能な開発に向けた
アジア資本の活用
（IFR（ムーディーズおよび HSBC との共催）
）
・ファイナンシング・パートナーズ・フォーラム
（招待者のみ）
・南アジア地域協力連合財務大臣会合（招待者のみ）
・＜パートナーと共に学ぶ３＞インクルーシブで
責任ある公共サービスの提供を目的とした
ADB と市民社会の協力
・＜ADB セミナー２＞アジアにおけるインフラ投資
- 民間セクター資金の活用
・
「ADB50 年史」の発表

・＜ADB セミナー４＞目標から行動まで：
国家計画の策定における持続可能な開発目標の統合
・JICA-ADB ジョイントセミナー：アジアの政府部門は
増加するインフラ需要にどう対応すべきか

・AFE-ADB カクテルレセプション（招待者のみ）

・ADB 総裁主催レセプション
●横浜市主催レセプション
・民間セクターデーイベント：民間部門局（PSOD）
カクテルレセプション（招待者のみ）
・メディアレセプション（招待者のみ）
・ADB 財務局カクテルレセプション（招待者のみ）

参考資料 - Reference -

御挨拶

５月６日 ( 土 )

５月７日 ( 日 )

・ADB- 世界銀行 - 国際通貨基金（IMF）会合

・最後の１ マイルを完走する：変化する中所得国の要求に、
多国間開発銀行（MDBs）はどのように最善の支援を提供できるのか（IED）
・南アジア地域経済協力担当官会合（招待者のみ）

・開発に伴う問題についての苦情申し立てのアクセス、
市民団体等との連携、是正措置実行をいかに改善するか
（特別案件推進部 [OSPF]/ 監察審査部 [OCRP]）

開催概要

・ビジネスセッション２
・＜パートナーと共に学ぶ４＞日本の市民社会と
アジア・太平洋地域における持続可能な開発
（コンサベーション・インターナショナル・ジャパン
およびオイスカ・インターナショナル）
●開会式

・＜パートナーと共に学ぶ５＞コーラル・トライアングルにおける
女性のリーダーシップの推進（ザ・ネイチャー・コンサーバンシー）

●ネットワーキングランチ
●配偶者プログラム
●日本国主催昼食会（招待者のみ）
・スポンサーセミナー：困難な時代におけるアジアの銀行業務（IIF）
・スポンサーセミナー：高齢化社会における繁栄（S&P グローバル）

●ネットワーキングランチ
・総務昼食会
・スポンサーセミナー：持続可能な都市公共交通における
イノベーションの役割（日本電気株式会社（NEC）
）
・スポンサーセミナー：アジア・太平洋地域における経済発展の経験と
南南協力（韓国開発研究院（KDI）
）

●＜ADB セミナー５＞強靭性のある都市と成長の推進
・ビジネスセッション１
・総務写真撮影
・開発金融の新時代における多国間開発銀行の情報公開
（ADB に関する NGO フォーラム）

横浜市の取組

・次回年次総会開催国主催イベント（2018 年、マニラ）
・ADB 総裁年次総会閉会記者会見

参考資料

●次世代育成セミナー「貧困削減とインクルーシブな経済成長に向けて」( 横浜市主催 )
・＜ホスト国主催セミナー３＞アジアの中央銀行業務に関する
ハイレベルラウンドテーブル
・＜ADB セミナー６＞開発のための先端的なクリーンテクノロジー
・CNBC ディベート - アジア経済の展望：貿易、関税、インフラについて
・アジア・太平洋気候変動ファイナンス基金（ACliFF）の立ち上げと
アジアにおける気候変動ファイナンスの将来（ドイツ経済協力・開発省 [BMZ] 主催）

・日本国主催レセプション
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Message

国際理解講座実施校一覧
区
鶴見

中学校 （実施日、対象国）

新鶴見（11/10、スリランカ）

潮田（2/21、ウズベキスタン）

神奈川

青木（3/6、ベトナム）

神奈川（2/28、ブータン）

西

平沼（2/27、ベトナム）

軽井沢（12/5、ベトナム）

中

間門（1/26、タイ）

仲尾台（2/7、ネパール）

南

永田台（11/21、バングラデシュ）

六ツ川（1/17、モンゴル）

港南

ADB YOKOHAMA

小学校（実施日、対象国）

日野南（6/14、ウズベキスタン）
日下（11/18、パラオ）

港南（1/30、ブータン）

保土ケ谷

上星川（1/13、ブータン）

保土ケ谷（11/22、ベトナム）

旭

上白根（2/6、ベトナム）

今宿

磯子

洋光台第四（12/19、ベトナム）

洋光台第二（2/20、ブータン）

金沢

金沢（10/22、ベトナム）

港北

菊名 (12/13、ミャンマー)

高田（12/2、パラオ）

鴨居（2/23、パラオ）

義務教育学校霧が丘学園（2/20、ベトナム）

緑

（2/2、バングラデシュ）

富岡（12/1、パブアニューギニア）
西柴（1/16、ブータン）

荏田西（1/25、ベトナム）
青葉

すすき野(1/23、ベトナム)

市ケ尾（12/6、ベトナム）

YOKOHAMA's efforts

東市ケ尾（2/13、マーシャル）
都筑

南山田（2/7、バングラデシュ）

戸塚

名瀬（11/21、ネパール）

栄
泉
瀬谷

笠間（1/12、ウズベキスタン）
本郷台（3/1、カンボジア）

川和（11/29、モルディブ）
中川西（3/14、ブータン）
平戸（12/2、トンガ）
桂台（2/2、パラオ）

西が岡（10/17、ベトナム）

上飯田（3/2、ベトナム）

相沢（2/23、バングラデシュ）

東野（11/25、ブータン）
※実施校

小学校22校、中学校20校

Reference

計42校
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予算・決算
御挨拶

第 50 回アジア開発銀行年次総会横浜開催推進事業費の内訳 (28 年度予算決算と 29 年度予算 )
【 歳出 】
（単位：千円）
28年度予算

28年度決算

29年度予算

明

送迎・輸送手配、展示会運営、レセプション、

開催準備

272,300

176,822

広報費

73,700

76,512

23,300 交通規制広報等掲出・撤去、開催国HP運営、記録集作成等

事務費

19,000

16,103

19,000 事務所賃料、諸事務費

365,000

269,437

計

視察ツアー、危機管理・施設管理対策等

開催概要

合

192,700

説

235,000

第 50 回アジア開発銀行年次総会に向け、年次総会の趣旨にご賛同いただいた企業・団体等からの寄附金
【 歳入 】（単位：千円）
28年度予算
一般寄附金

85,000

28年度決算
88,420

29年度予算
85,000

横浜市の取組
参考資料
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