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第 50 回アジア開発銀行年次総会
横浜市開催推進本部設置要綱
制定
平成27年6月29日　文Ｍ第191号
(副市長決裁)

最近改正
平成28年4月28	日　文Ｍ第101号
(文化観光局長決裁)

(目的)
第１条	 	第50回アジア開発銀行年次総会(以下「年次総

会」という。)の安全・円滑な開催を支援するとと
もに、市をあげて関係者をおもてなしし、市民が
アジア諸国・地域への理解を深め、さらに横浜と
アジア諸国・地域が共に成長することを目指し、
庁内関係部署の横断的な連携を図るため、「第50
回アジア開発銀行年次総会横浜市開催推進本部」
(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)
第２条	 	推進本部は、次に掲げる事項を協議し、及び共有

する。
	 	 	 (1)	 	年次総会開催に向けた全庁的な取組の推進

に関すること。
	 	 	 (2)	 年次総会開催に関する情報共有
	 	 	 (3)	 	前各号に掲げるもののほか、年次総会開催推

進にあたり必要な事項

(組織)
第３条	 	推進本部は、統括本部長、本部長、参与、本部員

により組織する。
	 ２	 	統括本部長は、文化観光局所管副市長をもって充

てる。
	 ３	 	本部長は、その他の副市長をもって充てる。
	 ４	 参与は、危機管理監をもって充てる。
	 ５	 	本部員は、技監、区局長(行政委員会事務局長等

を含む)、温暖化対策統括本部長、会計室長を
もって充てる。

(職務)	
第４条	 	統括本部長は、推進本部を代表し、推進本部を総

理する。	
	 ２	 	本部長は、統括本部長を補佐し、統括本部長に事故

あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。
	 ３	 	参与は、危機管理の観点から助言・提言を行う。

(会議)
第５条	 	推進本部の会議は、統括本部長が招集し、その議

長となる。
	 ２	 	推進本部の会議は、統括本部長が必要があると認

めるときに開くものとする。

(市警戒本部)
第６条	 	推進本部の下、年次総会開催に係る本市としての

警戒を強化し、及び情報を集約し、年次総会開催
期間中の事件・事故発生時に迅速で的確な対応を
図るため、第50回アジア開発銀行年次総会横浜
市警戒本部(以下「市警戒本部」という。)を設置
する。

	 ２	 	市警戒本部は、次に掲げる事項を所管する。
	 	 (1)	 	年次総会開催期間中に発生した事件・事故の対

応
	 	 (2)	 	年次総会開催に伴う警備関係機関等との連携

強化
	 	 (3)	 	年次総会開催に伴う危機管理に関する情報の

共有
	 	 (4)	 	前各号に掲げるもののほか、年次総会開催に伴

う危機管理対応
	 ３	 	市警戒本部は、市警戒本部長、市警戒副本部長及

び第７条第１項第１号に規定する危機管理ワー
キンググループをもって組織する。ただし、市警
戒本部長が必要と認めるときは、これ以外の者を
追加することができる。

	 ４	 	市警戒本部長は、危機管理監をもって充て、市警
戒本部を総理する。

	 ５	 	市警戒副本部長は、危機管理室長及び文化観光局
副局長をもって充て、市警戒本部長を補佐し、市
警戒本部長に事故あるとき、又は欠けたとき、そ
の職務を代理する。
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	 ６	 	危機管理監が必要と認めるときは、市警戒本部会
議を招集することができる。

(ワーキンググループ)
第７条	 	推進本部の下、次に掲げる事項のより実質的な検

討及び庁内の連絡調整体制の強化のため、ワーキ
ンググループを設置する。

	 	 (1)	 危機管理
	 	 (2)	 広報・報道
	 	 (3)	 施設管理
	 	 (4)	 国際協力・ビジネス交流
	 	 (5)	 次世代育成・市民交流
	 	 (6)	 女性の地位向上
	 ２	 	危機管理ワーキンググループは、警察との連携や

救急・消防計画等に関する事項を協議・検討・実
施する。

	 ３	 	広報・報道ワーキンググループは、総会開催を契
機とした戦略的PRに関する事項を協議・検討・
実施する。

	 ４	 	施設管理ワーキンググループは、本市所管施設の
管理強化、地元周知等に関する事項を協議・検
討・実施する。

	 ５	 	国際協力・ビジネス交流ワーキンググループは、
技術協力や国際貢献、国際ビジネスの推進に関す
る事項を協議・検討・実施する。

	 ６	 	次世代育成・市民交流ワーキンググループは、次
世代育成・市民交流イベントに関する事項を協
議・検討・実施する。

	 ７	 	女性の地位向上ワーキンググループは、女性の地
位向上に関するシンポジウム等に関する事項を
協議・検討・実施する。

	 ８	 	各ワーキンググループは、リーダー及びメンバー
をもって組織する。

	 ９	 	リーダー及びメンバーは、別表に掲げる職にある
者をもって充てる。ただし、リーダーが必要と認
めるときは、当該ワーキンググループのメンバー
を追加することができる。

	 10	 	ワーキンググループ会議は、必要に応じて当該
ワーキンググループのリーダーが召集し、主宰す
る。

	 11	 	ワーキンググループのリーダーが必要と認める
ときは、ワーキンググループの会議にメンバー以
外の者の出席を求めることができる。

(事務局)
第８条	 	推進本部及びワーキンググループの事務を補助

するため、文化観光局観光MICE振興部MICE振興

課アジア開発銀行年次総会担当に事務局を置き、
当該事務局の業務は文化観光局長がこれを掌理
する。

	 ２	 	市警戒本部の事務を補助するため、総務局危機管
理室及び文化観光局観光MICE振興部MICE振興
課アジア開発銀行年次総会担当に事務局を置き、
当該事務局の業務は危機管理監及び文化観光局
長が各々これらを掌理する。

(委任)
第９条	 	この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に

関する事項その他必要な事項は、統括本部長が定
める。ただし、統括本部長は、これを文化観光局
長に委任することができる。

附　則
	 この要綱は、平成27年6月29日から施行する。
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開催支援
ワーキンググループ名 リーダー メンバー 取組内容

総務局　危機管理部長 政策局 大学調整課長

　県警連携担当：文化観光局担当部長（参事） 危機管理課長
総務局危機管理課参事 緊急対策課長

緊急対策課安全支援担当課長

国際局 政策総務課長

健康安全課長

食品衛生課長

医療政策課長

がん・疾病対策課救急・災害医療担当課長

病院経営課長

査察課長

警防課長

救急課長

文化観光局 MICE振興課誘致担当課長

文化観光局　横浜魅力づくり室長 秘書課報道担当課長

秘書課報道担当課長

国際局 政策総務課長

広報課長

広報課担当課長

横浜魅力づくり室企画課横浜プロモーション担当課長

MICE振興課誘致担当課長

文化観光局　観光MICE振興部長 西区 西土木事務所副所長

中区 中土木事務所副所長

環境創造局 南部公園緑地事務所担当課長（都心部公園担当）

都市整備局 みなとみらい２１推進課長

交通安全・放置自転車課長

維持課長

施設課長

河川管理課長

企画調整課長

賑わい振興課長

文化観光局 MICE振興課誘致担当課長

国際局　国際政策部長 温暖化対策統括本部 調整課長

国際連携課長

国際協力課国際技術協力担当課長

誘致推進課国際ビジネス支援担当課長

政策課長

下水道事業調整課担当課長

資源循環局 資源政策課長

企画調整課長

賑わい振興課長

国際事業課長

担当課長（横浜の水プロモーション担当）

文化観光局 MICE振興課誘致担当課長

文化観光局　観光MICE振興部長 政策局 大学調整課長

市民局 区連絡調整課長

こども青少年局 青少年育成課長

教育委員会事務局 国際教育課長

創造都市推進課長

文化振興課長

観光振興課長

MICE振興課長

MICE振興課誘致担当課長

政策局　 政策局 男女共同参画推進課長

女性活躍・男女共同参画担当理事 国際局 国際連携課長

経済局 経営・創業支援課長

こども青少年局 企画調整課長

文化観光局 MICE振興課誘致担当課長

女性の地位向上 女性の地位向上に関するシンポジウム等の検討・実施

港湾局

水道局

次世代育成

市民交流

・高校生、大学生とのコラボレーション事業の実施

・市民参加の可能なセミナー等の実施

・小、中学生等の参加可能なイベント等の実施

文化観光局

国際協力

ビジネス交流

技術協力や国際貢献（支援キャンペーン等）、

国際ビジネスの推進に関する取組の検討・実施

経済局

国際局

環境創造局

施設管理 施設管理の強化、地元周知等
道路局

港湾局

関連イベント・プログラム

広報・報道

政策局

アジア開発銀行年次総会の開催を契機とした

戦略的PRの検討・実施等市民局

文化観光局

消防局

危機管理 県警との連携や救急・消防計画等の検討・実施

総務局

健康福祉局

医療局



参考資料 - Reference -

116

M
es

sa
ge

A
D

B
 Y

O
K

O
H

A
M

A
Y

O
K

O
H

A
M

A
's 

ef
fo

rt
s

R
ef

er
en

ce

（連絡体制確保）

【警戒本部体制の組織図】

【会議及び関係行事開催区】

【市警戒本部】
市庁舎に設置、24 時間体制
（本部要員＋宿日直＋応急対策員）
＜構成局＞危機管理ワーキンググループ局
総務局、文化観光局、健康福祉局、消防局、
医療局、医療局病院経営本部
（市警戒本部運営、連絡体制強化等）

【市現地警戒本部】　
ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜展示ホール設置
（総務局、文化観光局、健康福祉局、医療局、
医療局病院経営本部）

【現地医療本部】　
ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議センター設置
（医療局、医療局病院経営本部、消防局）

【消防現地本部】　
ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜展示ホール設置
消防局
（本部要員、救助・救急・特災隊・予防部員）

【消防本部】
消防局に設置、24 時間体制
（本部要員＋司令課員）

【消防地区本部】
関係消防署
（会議及び関係行事開催該当消防署）
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平成27年11月9日制定
平成28年6月6日改正
平成29年3月17日改正

(目的)
第１条	 	2017(平成29)年に横浜市で開催される第50回ア

ジア開発銀行年次総会の成功を期するため、関係
団体・機関が情報共有を図り、地元の協力体制を
築くことを目的として、「第50回アジア開発銀行
年次総会横浜開催推進協議会」(以下「協議会」と
いう。)を設置する。

(所掌事務)
第２条	 	協議会は、次に掲げる事項を協議し、及び共有する。
	 	 (1)	 	第50回アジア開発銀行年次総会開催に関する

こと。
	 	 (2)	 関係団体・機関との連絡調整等に関すること。
	 	 (3)	 	その他目的を達成するために必要な事項に関

すること。

(組織)
第３条	 	協議会は、別表に掲げる、会長、副会長、特別顧

問、顧問、委員(以下「委員等」という。)をもっ
て組織する。

	 ２	 委員等の任期は、協議会解散の日までとする。
	 ３	 	委員等がその属する団体の役職を離れたときは、

その後任者が委員等を引き継ぐものとする。
	 ４	 	新たに協議会の委員として入会を希望する者は、

申出書(第１号様式)を会長に提出し、その承認
を得ることとする。

(会長等)
第４条	 会長は、横浜市長をもって充てる。
	 ２	 	副会長は、横浜市会議長、横浜商工会議所会頭、

神奈川県経営者協会会長及び横浜銀行協会会長
をもって充てる。

	 ３	 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
	 ４	 	副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き、又は会長が欠けたときは、その職務を代行す
る。この場合の職務代理者は、副会長が協議して
決める。

(特別顧問等)
第５条	 	特別顧問は、神奈川県知事及び神奈川県議会議長

をもって充てる。
	 ２	 	顧問は、比例代表を含む横浜市選出国会議員有志

をもって充てる。
	 ３	 	特別顧問及び顧問は、協議会に対して助言等を行

う。

(総会)
第６条	 	協議会の総会は、会長が必要に応じ招集し、その

議長となる。
	 ２	 	委員等が出席できないときは、当該委員等が指定

する者を代理として出席させることができる。
	 ３	 	会長が必要と認めるときは、委員等以外の者に出

席を求めることができる。

(事務局)
第７条	 	協議会の事務を処理するため、横浜市文化観光局

に事務局を置く。
	 ２	 	事務局には事務局長及び事務局長が任命する事

務局次長を置く。　
	 ３	 	事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌

理する。
	 ４	 	事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事

故あるときはその職務を代行する。

(解散)
第８条	 	協議会は、第50回アジア開発銀行年次総会終了

をもって解散する。

(委任)
第９条	 	この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関

し必要な事項は別に会長が定める。ただし、会長
はこれを文化観光局長に委任することができる。

附則
	 この規約は、平成27年11月10日から施行する。
附則
	 この規約は、平成28年6月7日から施行する。
附則
	 この規約は、平成29年3月21日から施行する。

参考資料

第 50 回アジア開発銀行年次総会
横浜開催推進協議会規約
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団体名 役職名 氏名
会長 横浜市 市長 林　文子
副会長 横浜市会 議長 梶村　充
副会長 横浜商工会議所 会頭 上野　孝
副会長 （一社）神奈川県経営者協会 会長 小俣　一夫
副会長 （一社）横浜銀行協会 会長 川村　健一

（委員：団体名五十音順）
委員 （株）アール・エフ・ラジオ日本 代表取締役社長 田畑　善朗
委員 アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター 所長 ブルース・Ｌ・バートン

石渡　恒夫
川村　健一

委員 神奈川県 副知事 中島　正信
委員 （公社）神奈川県観光協会 会長 斎藤　文夫
委員 神奈川県警察 警察本部長 島根　悟
委員 神奈川県市長会 会長 古谷　義幸
委員 （一社）神奈川県商工会議所連合会 会頭 上野　孝
委員 （一社）神奈川県タクシー協会 会長 伊藤　宏
委員 神奈川県町村会 会長 大矢　明夫
委員 （一社）神奈川県トラック協会 会長 吉田　修一
委員 （一社）神奈川県バス協会 会長 三澤　憲一
委員 （株）神奈川新聞社 代表取締役社長 並木　裕之
委員 京浜急行電鉄（株） 取締役社長 原田　一之
委員 （独）国際協力機構　横浜国際センター 所長 朝熊　由美子
委員 国際熱帯木材機関 事務局長代理 スティーブン・ジョンソン
委員 国際連合食糧農業機関　日本事務所 所長 チャールズ・ボリコ
委員 国際連合世界食糧計画　日本事務所 代表代行 中井　恒二郎
委員 相模鉄道(株) 代表取締役社長 滝澤　秀之
委員 シティネット 横浜プロジェクトオフィス 所長 岡田　輝彦
委員 （株）テレビ神奈川 代表取締役社長 中村　行宏
委員 東海旅客鉄道(株) 総務部長（執行役員） 伊藤　彰彦
委員 東京急行電鉄(株) 取締役社長 野本　弘文
委員 2002ワールドカップ横浜ボランティアの会 代表 村田　博
委員 （独）日本貿易振興機構　横浜貿易情報センター 所長 北条　尚子
委員 日本放送協会横浜放送局 局長 小川　純子
委員 （社）日本ホテル協会　神静山梨支部 支部長 濱田　賢治
委員 東日本旅客鉄道(株)横浜支社 執行役員横浜支社長 渡利　千春
委員 （特活）横浜NGO連絡会 理事長 斎藤　聖
委員 横浜エフエム放送（株） 代表取締役社長 藤木　幸夫
委員 （公財）横浜観光コンベンション・ビューロー 理事長 新町　光示
委員 （一社）横浜港運協会 会長 藤木　幸夫
委員 （一社）横浜港振興協会 会長 藤木　幸夫
委員 横浜高速鉄道（株） 代表取締役社長 鈴木　伸哉
委員 （株）横浜国際平和会議場 代表取締役社長 鈴木　隆
委員 国立大学法人　横浜国立大学 学長 長谷部　勇一
委員 (株)横浜シーサイドライン 代表取締役社長 藤田　譲治
委員 横浜市ケーブルテレビ協議会 会長 平田　潤一郎
委員 （一社）横浜市工業会連合会 会長 榎本 英雄
委員 （公財）横浜市国際交流協会 理事長 岡田　輝彦
委員 （一社）横浜市商店街総連合会 会長 石川　清貴
委員 （公財）横浜市男女共同参画推進協会 理事長 川名　薫
委員 横浜市町内会連合会 会長 松澤　孝郎
委員 NPO法人横浜シティガイド協会 会長 田尻　暉子
委員 公立大学法人　横浜市立大学 学長 窪田　吉信
委員 （一社）横浜青年会議所 理事長 森　大樹
委員 （公社）横浜貿易協会 会長 上野　誠
委員 （一社）横浜みなとみらい21 理事長 友田　勝己

特別顧問 神奈川県 知事 黒岩　祐治
特別顧問 神奈川県議会 議長 森　正明

顧問

第50回アジア開発銀行年次総会 横浜開催推進協議会 名簿 （第３回総会時点）

委員 （一社）神奈川経済同友会 代表幹事

横浜市選出国会議員有志
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参考資料

あゆみ ( 取組一覧 )

開催推進協議会
開催推進本部

ADB関連行事

＜連携イベント＞

項目
2015年

▶5/4 第50回アジア開発銀行年次総会横浜開催決定 ▶「第50回アジア開発銀行(ADB)
　　年次総会横浜開催の記録」作成

▶11/10 推進協議会設立総会 ▶6/7 第２回推進協議会総会 ▶3/21 第３回推進協議会総会
　　▶7/15 第１回推進本部会議 ▶7/20 第３回推進本部会議 ▶3/29 第４回推進本部会議
　 ▶3/29 第２回推進本部会議
▶9/2 第50回アジア開発銀行年次総会横浜開催決定記念特別講演会

▶4/14 ADBチーフエコノミストとの懇談会

▶5/2-5/5 第49回アジア開発銀行年次総会への参加
▶5/5 ロゴ・テーマの発表

▶2/6-2/9 ADBミッション団視察受入れ②

▶9/15-9/18 ADB理事団による横浜市視察 ▶8/3-8/5 ADBミッション団視察受入れ①
▶3/6,7 ADBミッション
　団視察受入れ③

▶1/13-1/15 ADBによるホテル・会場視察 　▶8/26 ADB中尾総裁の視察受入れ

▶5/1 グローバル・シンクタンク・サミット2017　ウェルカムレセプション

　　▶8/31 CSO団体の視察受入れ
▶5/4-5/7第50回アジア開発銀行年次総会開催

▶10/19-10/22 
　ADB本部(マニラ)
　へのミッション

▶1/30-2/3 
　フィリピン国での企業
　現地調査及びビジネスマッチング

▶9/26,27 
　ADB本部(マニラ)
　での企業ミッション

・5/4-5/7 展示会「YOKOHAMAブース」
・5/4 横浜市主催レセプション

・5/5 開会式でのスペシャルパフォーマンス「WORLD ORDER with Yokohama Junior Performers」
・5/5 女性活躍推進セミナー

▶5/2 メディア（DMC）対象ツアー

・5/4 VIP向けテクニカルツアー（技術視察）

・5/6 配偶者ツアー
・5/6 次世代育成セミナー

・5/5 横浜１DAYツアー（總持寺座禅体験、横溝屋敷）

・5/7 箱根１DAYツアー（箱根観光、寄木細工体験）

▶6月-3月　横浜市芸術文化教育プラットフォーム
　　　　　（荏田西小学校、今井小、俣野小、榎が丘小）

▶6月-3月　国際理解講座（市立小中学校42校で実施）
▶1/29 ボーイスカウト新年凧揚げラリー

▶8月-3月　18区連携イベント
▶2/19 ガールスカウト「ワールドシンキングディ」

▶6/14 横浜市立大学特別講演
▶10/2 桜丘高等学校の取組

▶12/11 ▶3/14 横浜商業高等学校の取組（ADB講演会）
▶4/24 横浜商業高等学校の取組（ペンパルコミュニケーション）

▶10/2 -10/10 アジア・アートウィーク

▶12/14 -12/25 
▶3/18 -3/26 藍染めバティックをつくろう

▶3/25 ヨコハマトリエンナーレ2017公開対話シリーズ「ヨコハマラウンド」ラウンド２ 「創造と汚染」

▶10/8-10/10  よこはま国際フェスタ2016
▶10/1-12/14 「BODY/PLAY/POLITICS」展

▶2/4-2/5 よこはま国際フォーラム2017

▶10/14-10/16 ビヨンド・ザ・ボーダー
　　　　　　　　　　　　　　　 音楽祭

▶3/10-6/18 ADB×JICA横浜～国際協力のミライ

▶3/10-6/18 もっと知ろう！アジアのこと、国際貢献のこと

▶1/26-2/19 横浜ダンスコレクション2017

▶10/26 
　第50回ADB年次総会フォローアップ事業
　「Yokohama Youth Event 2017」

▶8/14-1/22
▶12/16 

▶11/5 

▶11/3-11/8 

▶3/6-3/31 国際女性デー パネル展示

▶2/23-2/26 横浜開催記念写真展＠CP+ 2017
▶4/18-5/14 横浜開催記念パネル展示
　▶4/22 ソーシャル・インパクト・フォーラム　ヨコハマ

横浜女性ネットワーク会議＆横浜ウーマンビジネスフェスタ

信耕ミミとアジアの仲間たちによるアニメーション作品展

 「エコノミクス甲子園」神奈川大会

Picture This2016　横浜インターナショナルユースフォトプロジェクト
第50回ADB年次総会フォローアップ事業
「Yokohama Student Forum2017」

2016年 2017年

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月1～3月 4～6月 7～9月 10～12月5～12月

フィリピン女性起業家交流・研修

2015年
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開催推進協議会
開催推進本部

ADB関連行事

＜連携イベント＞

項目
2015年

▶5/4 第50回アジア開発銀行年次総会横浜開催決定 ▶「第50回アジア開発銀行(ADB)
　　年次総会横浜開催の記録」作成

▶11/10 推進協議会設立総会 ▶6/7 第２回推進協議会総会 ▶3/21 第３回推進協議会総会
　　▶7/15 第１回推進本部会議 ▶7/20 第３回推進本部会議 ▶3/29 第４回推進本部会議
　 ▶3/29 第２回推進本部会議
▶9/2 第50回アジア開発銀行年次総会横浜開催決定記念特別講演会

▶4/14 ADBチーフエコノミストとの懇談会

▶5/2-5/5 第49回アジア開発銀行年次総会への参加
▶5/5 ロゴ・テーマの発表

▶2/6-2/9 ADBミッション団視察受入れ②

▶9/15-9/18 ADB理事団による横浜市視察 ▶8/3-8/5 ADBミッション団視察受入れ①
▶3/6,7 ADBミッション
　団視察受入れ③

▶1/13-1/15 ADBによるホテル・会場視察 　▶8/26 ADB中尾総裁の視察受入れ

▶5/1 グローバル・シンクタンク・サミット2017　ウェルカムレセプション

　　▶8/31 CSO団体の視察受入れ
▶5/4-5/7第50回アジア開発銀行年次総会開催

▶10/19-10/22 
　ADB本部(マニラ)
　へのミッション

▶1/30-2/3 
　フィリピン国での企業
　現地調査及びビジネスマッチング

▶9/26,27 
　ADB本部(マニラ)
　での企業ミッション

・5/4-5/7 展示会「YOKOHAMAブース」
・5/4 横浜市主催レセプション

・5/5 開会式でのスペシャルパフォーマンス「WORLD ORDER with Yokohama Junior Performers」
・5/5 女性活躍推進セミナー

▶5/2 メディア（DMC）対象ツアー

・5/4 VIP向けテクニカルツアー（技術視察）

・5/6 配偶者ツアー
・5/6 次世代育成セミナー

・5/5 横浜１DAYツアー（總持寺座禅体験、横溝屋敷）

・5/7 箱根１DAYツアー（箱根観光、寄木細工体験）

▶6月-3月　横浜市芸術文化教育プラットフォーム
　　　　　（荏田西小学校、今井小、俣野小、榎が丘小）

▶6月-3月　国際理解講座（市立小中学校42校で実施）
▶1/29 ボーイスカウト新年凧揚げラリー

▶8月-3月　18区連携イベント
▶2/19 ガールスカウト「ワールドシンキングディ」

▶6/14 横浜市立大学特別講演
▶10/2 桜丘高等学校の取組

▶12/11 ▶3/14 横浜商業高等学校の取組（ADB講演会）
▶4/24 横浜商業高等学校の取組（ペンパルコミュニケーション）

▶10/2 -10/10 アジア・アートウィーク

▶12/14 -12/25 
▶3/18 -3/26 藍染めバティックをつくろう

▶3/25 ヨコハマトリエンナーレ2017公開対話シリーズ「ヨコハマラウンド」ラウンド２ 「創造と汚染」

▶10/8-10/10  よこはま国際フェスタ2016
▶10/1-12/14 「BODY/PLAY/POLITICS」展

▶2/4-2/5 よこはま国際フォーラム2017

▶10/14-10/16 ビヨンド・ザ・ボーダー
　　　　　　　　　　　　　　　 音楽祭

▶3/10-6/18 ADB×JICA横浜～国際協力のミライ

▶3/10-6/18 もっと知ろう！アジアのこと、国際貢献のこと

▶1/26-2/19 横浜ダンスコレクション2017

▶10/26 
　第50回ADB年次総会フォローアップ事業
　「Yokohama Youth Event 2017」

▶8/14-1/22
▶12/16 

▶11/5 

▶11/3-11/8 

▶3/6-3/31 国際女性デー パネル展示

▶2/23-2/26 横浜開催記念写真展＠CP+ 2017
▶4/18-5/14 横浜開催記念パネル展示
　▶4/22 ソーシャル・インパクト・フォーラム　ヨコハマ

横浜女性ネットワーク会議＆横浜ウーマンビジネスフェスタ

信耕ミミとアジアの仲間たちによるアニメーション作品展

 「エコノミクス甲子園」神奈川大会

Picture This2016　横浜インターナショナルユースフォトプロジェクト
第50回ADB年次総会フォローアップ事業
「Yokohama Student Forum2017」

2016年 2017年

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月1～3月 4～6月 7～9月 10～12月5～12月

フィリピン女性起業家交流・研修

2015年
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＜ボランティア＞

＜広報＞
市の広報活動

新聞広告

まちの装飾

グッズ

市長記者会見

＜危機管理＞

項目
2015年

▶11/1-12/5 募集期間 ▶1/27、1/28 第１回オリエンテーション
▶4/14、4/15 第２回オリエンテーション

▶5/2 キックオフイベント
▶5/2-5/7 ボランティア活動

▶5/2-5 第49回フランクフルト総会に参加 ▶3/1 広報よこはま３月号に掲載
▶5/5 年次総会のロゴ・テーマ決定・発表 ▶2/15 日経グローバル先着フォーラム
▶5/5 年次総会横浜開催の特設Webサイト公開開始 ▶3/28 HEARD ON THE STREET LIVE

▶7/12 Twitter、Facebookの開設 ▶4/1-5/2 ADB紹介パネル展示

▶3/24 NEWSWEEK
▶3/21 The Japan Times

▶3/31 WALL STREET JOURNAL

▶3/13 日本経済新聞に林市長とADB中尾総裁の紙面対談記事掲載

▶3/27 週刊東洋経済

▶4/10 日経ビジネス
▶5/1 NIKKEI ASIAN REVIEW
▶5/4 The Japan Times

▶4/24-5/7 横浜駅デジタルサイネージ動画掲出
▶4/24-5/7 みなとみらい駅広告ポスター掲出

▶4/20-5/7 市庁舎周辺での掲出（駅前懸垂幕、駅前大看板、横断幕）
▶4/16-5/7 羽田空港での掲出（ロビーの懸垂幕、手荷物検査場）

▶6/7 はまっ子どうし The Water 
　第50回アジア開発銀行年次総会ボトル完成、配布（一部販売）

▶5/12 第49回ADB年次総会(フランクフルト)への参加報告 

▶10/19 クリアホルダー完成、配布

▶10/7,8,15,21  地元説明会

　▶10/20 

　　▶10/31 ポスター完成、配布
▶11/9 

▶1/11 協賛企業決定
▶4/25 市関連プログラム発表

▶3/7-5/7 警備体制強化期間

▶3/6,11,18,24 地元説明会

▶4/17 テロ対策訓練
▶5/3-5/7 市警戒本部設置
▶5/3-5/7 市現地警戒本部設置
▶5/3-5/7 現地医療本部設置
▶5/3-5/7 消防特別警備現地本部設置

▶2/1-5/7 食品衛生・環境衛生・健康危機管理対策
▶4/17-5/8 みなとみらい地区交通規制情報掲出

リーフレット及び関連イベントガイド完成、配布

2016年 2017年

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

2015年

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月5～12月

▶4/7-5/7 みなとみらい地区フラッグ掲出

ADB紹介パネル、イベント用のぼり完成、連携イベント等での貸出開始
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＜ボランティア＞

＜広報＞
市の広報活動

新聞広告

まちの装飾

グッズ

市長記者会見

＜危機管理＞

項目
2015年

▶11/1-12/5 募集期間 ▶1/27、1/28 第１回オリエンテーション
▶4/14、4/15 第２回オリエンテーション

▶5/2 キックオフイベント
▶5/2-5/7 ボランティア活動

▶5/2-5 第49回フランクフルト総会に参加 ▶3/1 広報よこはま３月号に掲載
▶5/5 年次総会のロゴ・テーマ決定・発表 ▶2/15 日経グローバル先着フォーラム
▶5/5 年次総会横浜開催の特設Webサイト公開開始 ▶3/28 HEARD ON THE STREET LIVE

▶7/12 Twitter、Facebookの開設 ▶4/1-5/2 ADB紹介パネル展示

▶3/24 NEWSWEEK
▶3/21 The Japan Times

▶3/31 WALL STREET JOURNAL

▶3/13 日本経済新聞に林市長とADB中尾総裁の紙面対談記事掲載

▶3/27 週刊東洋経済

▶4/10 日経ビジネス
▶5/1 NIKKEI ASIAN REVIEW
▶5/4 The Japan Times

▶4/24-5/7 横浜駅デジタルサイネージ動画掲出
▶4/24-5/7 みなとみらい駅広告ポスター掲出

▶4/20-5/7 市庁舎周辺での掲出（駅前懸垂幕、駅前大看板、横断幕）
▶4/16-5/7 羽田空港での掲出（ロビーの懸垂幕、手荷物検査場）

▶6/7 はまっ子どうし The Water 
　第50回アジア開発銀行年次総会ボトル完成、配布（一部販売）

▶5/12 第49回ADB年次総会(フランクフルト)への参加報告 

▶10/19 クリアホルダー完成、配布

▶10/7,8,15,21  地元説明会

　▶10/20 

　　▶10/31 ポスター完成、配布
▶11/9 

▶1/11 協賛企業決定
▶4/25 市関連プログラム発表

▶3/7-5/7 警備体制強化期間

▶3/6,11,18,24 地元説明会

▶4/17 テロ対策訓練
▶5/3-5/7 市警戒本部設置
▶5/3-5/7 市現地警戒本部設置
▶5/3-5/7 現地医療本部設置
▶5/3-5/7 消防特別警備現地本部設置

▶2/1-5/7 食品衛生・環境衛生・健康危機管理対策
▶4/17-5/8 みなとみらい地区交通規制情報掲出

リーフレット及び関連イベントガイド完成、配布

2016年 2017年

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

2015年

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月5～12月

▶4/7-5/7 みなとみらい地区フラッグ掲出

ADB紹介パネル、イベント用のぼり完成、連携イベント等での貸出開始
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企業広告
Sponsor's Banner
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