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来る 5 月 4 日（木・祝）から 7 日（日）まで、ＡＤＢの第 50 回の節目となる年次総会がパシフィ

コ横浜で開催されます。会期中、横浜市の提案・企画による公式セミナーや開会式、横浜の技術力を

紹介する展示会などのプログラムが行われます。 

１ 横浜市の提案による公式セミナー                         

(1) 女性活躍推進セミナー（ＡＤＢ・横浜市共催） 

・日時、会場 ５月５日（金）14:00～15:30 パシフィコ横浜会議センター501 

・テーマ 「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」 

・内容 市長を含めた国内外のリーダー５人によるパネルディスカッション（女性活躍

の場を切り開いてきたリーダー達の経験を結集し、女性の社会参画の更なる一

歩につなげる） 

・パネリスト 

 

 

 

 

 

（左から苗字アルファベット順） 

シャムシャド・アクタール氏（国連事務次長、国連アジア太平洋経済社会委員会事務局長） 

林 文子（横浜市長） 

オヨーン・サンジャースレン氏（グローバル・ウォーター・パートナーシップ会長） 

新宅 祐太郎氏（テルモ株式会社取締役顧問） 

デボラ・ストークス氏（ＡＤＢ副総裁） 

 (2) 次世代育成セミナー（横浜市主催） 

・日時、会場 ５月６日（土）16:00～17:30 パシフィコ横浜会議センター502 

・テーマ 「貧困削減とインクルーシブな経済成長に向けて 

 ～横浜の若者による分析と実践的ビジネス教育プログラムの試み」 

・内容 横浜国立大学・横浜市立大学の学生による現地フィールドワークの発表、 

 13 大学 50人を超える大学生による英語でのグループディスカッション、 

 学生からＡＤＢへの提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 9 年 4 月 2 5 日 
文 化 観 光 局 Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 振 興 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

 第５０回アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会 

横浜市関連プログラムについて 

リハーサルでのディスカッション フィリピン･ミンダナオ島での 

フィールドワーク 

フィリピン・セブ島での 

フィールドワーク 
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２ 開会式におけるパフォーマンスステージ 

・日時、会場 ５月６日（土）11:00～12:15 パシフィコ横浜国立大ホール 

・内容 「ＷＯＲＬＤ ＯＲＤＥＲ with Yokohama Junior Performers」 

 （プロのダンサーと小学生～大学生が参加）によるダンス・音楽のパフォー 

 マンスステージ（横浜市企画） 

【ＷＯＲＬＤ ＯＲＤＥＲ with Yokohama Junior Performers】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 展示会「ＹＯＫＯＨＡＭＡブース」                                  

・日時、会場 ５月４日（木）～７日（日）10:00～17:30 パシフィコ横浜展示ホールＢ 

・内容（詳細は別紙２参照）  

①横浜の技術力の紹介 

・電気自動車・燃料電池自動車の展示、風力発電所「ハマウィング」 

を活用した水素サプライチェーンのコンセプト模型展示 

・市内中小企業の技術力紹介（３Ｄプリント義足、全日本製造業 

コマ大戦など） 

・スポンサー企業展示（(株)横浜銀行、ＪＦＥエンジニアリング(株)等） 

②横浜観光ＰＲ 

・360°映像による横浜観光疑似体験 

・プロジェクションマッピングによる三溪園の紹介 

③「日本らしい」「横浜ならでは」のおもてなし 

・ステージイベント（書道パフォーマンス、着物ショー、 

ＪＡＺＺ演奏、大道芸ほか） 

・無料昼食サービス「日本のビジネスパーソンのランチ体験」 

（提供：(株)ローソン、日清食品(株)、みそまる） 

 

 

 

 

 

 

 

【展示例】プロジェクションマッピング 

【イベント例】着物ショー 

【展示例】低炭素交通 

【イベント例】着物ショー 【無料昼食サービス】 

上  ＷＯＲＬＤ ＯＲＤＥＲ 

右上 神奈川県立磯子高等学校ダンス部 

右中 横浜女学院ダンス部 
右下 東京ジュニアオーケストラソサエティ 
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４ その他 

(1) ＶＩＰテクニカルツアーの実施 

・日時 ５月４日（木）11:00～16:00 

・参加者 参加各国・地域の政府要人 

・内容 三溪園での昼食、資源循環局金沢工場の視察（横浜市のインフラ技術の紹介） 

(2) 横浜市主催レセプション 

・日時、会場 ５月４日（木）18:00～20:00 横浜ベイホテル東急クイーンズグランドボールルーム 

・内容 市長・ＡＤＢ総裁・財務大臣によるスピーチ、鏡開き、パフォーマンス等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) サステナブル（環境配慮）な取組 

・パシフィコ横浜で初のグリーン電力（水力発電所で発電された電気）の使用 

・「はまっ子どうし The Water」の売り上げの一部を活用したカーボン・オフセットの実施 

・燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ（ミライ）」の活用 

・展示会「ＹＯＫＯＨＡＭＡブース」の装飾に紙管を使用し、会期終了後はリサイクルを行う。 

(4) 危機管理体制の徹底 

・安全・安心な年次総会開催に向けた警戒体制の強化 

   ３月７日（火）～５月７日（日） 警戒体制強化期間 

５月３日（水）～５月７日（日）  市警戒本部設置 

(5) 市民ボランティアによる参加者のおもてなし 

・約 150 人の市民ボランティアによるインフォメーションカウンターや展示スペースでの 

 ご案内や会議運営補助等 

・コミュニケーションロボット「パルロ」（(株)富士ソフト）の活用 

・ユニフォームに横浜の伝統工芸品であるスカーフを採用（提供：日産自動車(株)） 

 (6)  年次総会参加者を対象としたパーソナルモビリティ（セグウェイ）試乗会の実施 

  ・実施日、会場 ５月４日（木）・５日（金） パシフィコ横浜屋外特設スペース 

※取材にあたっては、ＡＤＢへの事前登録が必要になります。別紙３をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 
   

お問合せ先 

文化観光局ＭＩＣＥ振興課アジア開発銀行年次総会担当課長  
（総会全般・開会式・取材登録に関すること）     後藤 勝  Tel 045-671-4212 
（セミナーに関すること）              鈴木 真実 Tel 045-671-4034 

   （展示スペース・ボランティアに関すること）     河合 太一 Tel 045-671-4035 
   （危機管理に関すること）              矢野 徹  Tel 045-671-4032 

鏡開き（イメージ） チャラン・ポ・ランタンによるステージ ピカチュウのグリーティング 
(c)2017 Pokémon.(c)1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./ 
GAME FREAK inc. 

第 50 回アジア開発銀行年次総会横浜開催 

～Building Together the Prosperity of Asia ともにひらく、アジアの未来～ 
 
各国財務大臣や中央銀行総裁など約 4,000 人が参加し、アジアの経済発展や課題等に 

ついて議論するアジア開発銀行（ＡＤＢ）の年次総会が 2017 年、横浜で開催されます。 

日程：2017 年（平成 29 年）5 月 4 日（木）～7 日（日） 

会場：パシフィコ横浜及び周辺ホテル 

公式 WEB：http://adb2017.city.yokohama.lg.jp 
ＡＤＢ２０１７  検索 
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月日 時間 会場 イベント 担当者

河合
（高谷）

https://adb.eventsair.com/AsianDevelopmentBankAgendaPortal/adb50am/echart

・時間、会場等は変更となる場合があります。最新の全体スケジュールはADB本部のウェブサイトからご確認をお願いします。

鈴木
（宮本）

※１　「YOKOHAMAブース」をご案内するプレスツアーを行います。　５月５日（金）１１：３０までに、360°映像コーナー
    （展示ホールB入ってすぐ）に集合してください。

※２　ＶＩＰ向けテクニカルツアー取材：　５月２日（火）までにお申込みください。
　　（電話　045-671-4035　または　E-MAIL　bk-adb@city.yokohama.jp）

・会場名で記載がないものは、パシフィコ横浜の施設名です。

・横浜市関連プログラムへの取材を希望される場合は、原則として各会場に開始前までに担当者を訪ねて直接お越しくだ
さい（開会式の取材案内は別途お知らせします）。

後藤

河合

後藤

鈴木
（宮本）

後藤

第50回アジア開発銀行（ADB）年次総会　横浜市関連プログラムの主なスケジュール

16：00-17：30 会議センター502

次世代育成セミナー
（横浜市主催）
「貧困削減とインクルーシブな経済成長に向けて～横浜の若者による
分析と実践的ビジネス教育プログラムの試み」

５月６日（土）

11：00-12：15 国立大ホール 開会式（オープニングセッション）

５月５日（金） 14：00-15：30 会議センター　501

女性活躍推進セミナー
（ＡＤＢ・横浜市共催）
「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」

５月３日（水） 15：45-16：00 会議センター　418 ADB総裁と市長との面会

５月４日（木）～
５月７日（日）

展示ホールB10：00-17：00

横浜市主催レセプション

５月４日（木）

11：30-16：00
三溪園

資源循環局金沢工場

18：00-20：00
横浜ベイホテル東急

B2F

VIP向けテクニカルツアー　※２

横浜の技術力や観光の魅力を紹介する「YOKOHAMAブース」を出展
※１
・国のブース出展も有り
・5/4（木） 12:45～　展示会オープニングセレモニー

https://adb.eventsair.com/AsianDevelopmentBankAgendaPortal/adb50am/echart


別紙２ 

1 
 

■展示会「YOKOHAMAブース」出展概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１ International Technical Cooperation／国際技術協力 
・80 インチ大型スクリーン（提供：リコージャパン㈱）による映像上映 
・パネルによる Y-PORT、水ビジネス協議会、横浜ウォーター等の紹介 

 
２ Low Carbon City／低炭素な都市づくり 
・電気自動車（日産 e-NV200、チョイモビ）、燃料電池自動車（トヨタ MIRAI）、ベイバイクの実車展示 
・風力発電所「ハマウィング」による水素サプライチェーンのコンセプト模型 
・映像による環境絵日記作品紹介 
・パネルによる環境未来都市施策等の紹介 

 
３ 3R Initiatives of All Yokohama／ヨコハマ３R夢プラン 
・タブレットによる分別アプリや施設見学ツールの体験 
・大型タッチスクリーンによる分別ゲームの体験 等 

 
 
 
 
 
 

 
 
４ Innovation by Yokohama SMEs／市内中小企業の技術力 
・オフィスに置ける「LED菜園」（キーストーンテクノロジー社） 
・３D プリンターによる義足製作プロジェクト（SHCデザイン社） 
・全日本製造業コマ大戦の紹介、デモンストレーション 
・クリエーターと企業のコラボレーションプロジェクト「texi yokohama」 

 

■電気自動車 ■水素サプライチェーン模型 

■分別ゲーム体験 

■LED 菜園 ■3D プリント義足 ■全日本製造業コマ大戦 

■燃料電池自動車 

■施設見学ツール 

■texi yokohama 



別紙２ 

2 
 

５ Find Your YOKOHAMA／観光 MICE都市ヨコハマ 
・360°映像+モーションセンサー+120 インチ大型スクリーンによる横浜観光疑似体験。 
・プロジェクションマッピングによる三渓園疑似体験 
・映像による都市緑化よこはまフェア、クルーズ客船、MICE施設の紹介 
・パーソナルモビリティ（セグウェイ）の展示を行うほか、隣接の屋外スペースで年次総会参加者を対象とした
試乗会＊を行います（＊5/4、5/5 のみ） 

 
 
■展示会場「スポンサー企業ブース」出展企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

1 (株)横浜銀行 4 富士ソフト(株) 7 神奈川トヨタ自動車(株) 

2 JFE エンジニアリング(株) 5 ヤマト運輸(株) 8 グランパ システムエンジニアリング(株) 

3 三菱重工業(株) 6 (株)ユーグレナ   

 
 
■無料昼食サービスにおいて「日本のビジネスパーソンのランチ体験」を提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１ ホテルケータリングを中心に１日 1000食を提供 
  サラダにはグランパシステムエンジニアリング㈱提供の植物工場製新鮮野菜を使用。 
２ ㈱ローソン提供 
  おにぎり、サンドイッチ、デザート 
３ 日清食品㈱提供 
  被災地支援で活躍したキッチンカーでカップヌードルを提供 
４ 「みそまる」の試食（みそまる普及委員会提供） 
  お湯を注ぐだけで、いつでも本格的な味噌汁が楽しめる「みそまる」を体験 

※写真はすべてイメージです。 

 

 

■「YOKOHAMAブース」プレスツアー 
 5/5（金）11:30～12:00  360°映像コーナー集合（展示ホール B入ってすぐ） 
 
 

■植物工場 ■ホテルケータリング ■キッチンカー 
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■展示会場内ステージイベント日本文化紹介プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
5/4（木）12:45～13:30           
⼥流書家 真

し ん
澪
れ い
による書道ライブパフォーマ

ンスと、世界各国をイメージして制作した
「KIMONO」のファッションショー。 
 
 
 
 
5/5（金）12:30～13:00           
尺⼋JAZZ／小林鈴勘 Quartet（横濱 JAZZ プロ
ムナード・デトロイトジャズフェスティバルコンペティション・
ファイナリスト） 
 
 
 
 
5/6（土）12:30～13:00           
ライブペインティング／茂本ヒデキチ。 
墨絵と津軽三味線とのコラボレーション。 
（JFE エンジニアリング㈱提供） 
 
 
 
 
5/7（日）12:30～13:00           
サムライ・パフォーマンス syn & 太神楽パフォー
マンス 仙丸 
（Produced by ヨコハマ大道芸） 
 
 
 
 
 
 
 

※出演日時は予定です。都合により変更となる可能性があります。 
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＜ステージイベント タイムテーブル（予定）＞ 
時間 5 月 4 日（木） 5 月 5 日（金） 5 月 6 日（土） 5 月 7 日（日） 

10:00 
【プレゼンテーション】 

神奈川県 
   

11:00 
【デモンストレーション】 

みそまる 
    

【プレゼンテーション】 

バンプレコーダー（株） 

12:30 

オープニングセレモニー 

書道ライブパフォーマン

ス／真澪 

「KIMONO」ファッション

ショー 

尺⼋JAZZ／⼩林鈴勘

Quartet 

墨絵ライブペインティン

グ／茂本ヒデキチ 

（JFE エンジニアリング

㈱） 

サムライ・パフォーマン

ス syn & 太神楽パフ

ォーマンス 仙丸 

14:00   
【プレゼンテーション】 

（株）ユーグレナ 
    

14:30 
【プレゼンテーション】 

JAXA 

【プレゼンテーション】 

グランパシステムエンジ

ニアリング（株） 

【セミナー】 

「アジアからみたトランプ外交」 

JAPAN TIMES 

  

15:30  
【デモンストレーション】 

全日本製造業コマ大戦 

【プレゼンテーション】 

NEC（株） 
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第 50回アジア開発銀行年次総会の取材について 

 
１．取材記者の事前申請について 

ADB 年次総会の取材にあたっては、事前に ADB への参加登録が必要になります。まだ登録

がお済みでない方は、添付の取材登録事前申込書にご記入の上、4 月 28 日（金）正午まで に添

付裏面に記載の送付先にお送りください。当日の参加お申し込みは対応いたしかねますので、

ご注意ください。 

 

２．参加登録の流れ 

① 添付の取材登録事前申込書に記入し、送付先に FAX でお送りください。 
 ↓ 

② 担当課より取材登録事前申込書の記載内容を ADB に連絡します。 
 ↓ 

③ 数日以内に、ADB より各報道関係者様個人宛に、英文の招待メールが直接届きます。 
 ↓ 

④ 招待メールに記載されたリンク（Registration Link）をク

リックすると、 
“Welcome to the 50th Annual Meeting of the Board of 
Governors” と記載されたウェブページが開きます。 
 ↓ 
 
 

⑤ ウェブページの一番下に Next と記載されたボタンがありますので、クリックしてください。

入力画面に進みます。 

 ↓ 

⑥ 各項目を英語で記入してください。*マークは必須項目です。

また、一番上に“Photo”の項目がありますので、クリックして

ご自身の顔写真を登録してください。 

 ↓ 
 

 

⑦ 各項目を記入後、Next のボタンをクリックすると、登録が完了します。 

 ↓ 

⑧ 登録完了後、確認メールが ADB より送られてきます。 

 ↓ 

⑨ 総会の当日は、確認メールのコピーと写真入りの公的身分証を、パシフィコ横浜の受付カウンタ

ーにお示しし、参加者バッジを受け取ってください。 

裏面あり 



パシフィコ横浜 展示ホール 

メディアセンター 

３．ＡＤＢ年次総会開催中の取材について 

（１） メディアセンター 

5 月 3 日～7 日の期間は、パシフィコ横浜の

展示ホール内にメディアセンターが設置され、

ADB 年次総会の参加記者の方はどなたでもご

利用いただけます。利用時間は、8:00～21:00
までです。先着順で 70 席分のデスクが用意さ

れています。メディアセンターでは、ADB の広

報担当（Department of External Relations : 
DER）が常駐し、また、主要イベントのモニタ

ー放映や撮影機会に関するお知らせ等、メディ

ア向けの情報が随時提供されます。 

 
（２） 各イベントの取材について 

ADB 年次総会の公式イベントは基本的に自由にご取材いただけます。ただし、”By Invitation 
Only” とされた一部のイベントについては、取材ができませんのでご注意ください。ご不明な

点は、メディアセンターの ADB 広報担当にご確認ください。 
横浜市関連プログラムへの取材については、別紙１に記載の各会場入口にて担当者が受付・

ご説明をいたします。 

 

（３） 資料提供について 

ADB 年次総会では、環境方針により、紙による資料配布をできるだけ控えています。資料は、

ADB のウェブサイト上で提供されますので、各自でご確認をお願いいたします。 
また各種情報は、Facebook や Twitter、ADB のウェブサイトからダウンロードできるイベ

ントアプリ（Event App）でも随時提供されますのでご活用ください。 
 

（４） 関連 URL 

・アジア開発銀行（ADB）ホームページ             → https://www.adb.org/ 
・第 50 回 ADB 年次総会横浜開催専用サイト → https://www.adb.org/annual-meeting/2017 
・ADB 公式 Facebook → https://www.facebook.com/AsianDevBank/ 
・ADB 公式 Twitter → https://twitter.com/ADB_HQ 
・メディア向けのお知らせ → https://www.adb.org/annual-meeting/2017/invitation-media 

  ・横浜市文化観光局 第 50 回 ADB 年次総会横浜開催公式ホームページ 
 → http://adb2017.city.yokohama.lg.jp/ 

https://www.adb.org/
https://www.adb.org/annual-meeting/2017
https://www.facebook.com/AsianDevBank/
https://twitter.com/ADB_HQ
https://www.adb.org/annual-meeting/2017/invitation-media
http://adb2017.city.yokohama.lg.jp/


第 50回アジア開発銀行（ADB）年次総会 取材登録事前申込書 

■企業情報 

御社名（和文）  媒体名（和文）  

御社名（英文）  媒体名（英文）  

 

■取材登録対象者情報 

お名前（和文） （姓） （名） 性別 記者種別(記者、カメラマン等) 

お名前（英文） （姓） （名） □男性 □女性  

部署名（和文）  お役職（和文）  

部署名（英文）  お役職（英文）  

ご住所  

お電話番号  お電話番号（携帯）  FAX  Eメール  
 
お名前（和文） （姓） （名） 性別 記者種別(記者、カメラマン等) 

お名前（英文） （姓） （名） □男性 □女性  

部署名（和文）  お役職（和文）  

部署名（英文）  お役職（英文）  

ご住所  

お電話番号  お電話番号（携帯）  FAX  Eメール  
 
お名前（和文） （姓） （名） 性別 記者種別(記者、カメラマン等) 

お名前（英文） （姓） （名） □男性 □女性  

部署名（和文）  お役職（和文）  

部署名（英文）  お役職（英文）  

ご住所  

お電話番号  お電話番号（携帯）  FAX  Eメール  



お申込みにあたって 

 

今回のお申込みは、アジア開発銀行本部にて行う正式な取材登録を行うための事前申請 となります。 

後日、ご記入の E メールアドレス宛にアジア開発銀行本部より正式登録に関する連絡が届く予定 です。 

 

 

○ 送付先： 横浜市文化観光局 MICE振興課 アジア開発銀行年次総会担当 

 FAX: 045-663-0105  E-MAIL: bk-adb@city.yokohama.jp 

○ 送付期限： ４月 28 日（金）１２：００まで 

○ 問合せ先： 横浜市文化観光局 MICE振興課 アジア開発銀行年次総会担当 後藤・田村 

 TEL: 045-671-4249  E-MAIL: bk-adb@city.yokohama.jp 

 

※ お申込みには、記者、カメラマン以外の取材に必要な人員も含みます。 

※ ３名以上申込みが必要な場合は１ページ目を適宜コピーしてお申込みください。 

※ 記載内容に変更があった場合は、お早目に担当課までご連絡をお願いいたします。 

 

mailto:bk-adb@city.yokohama.jp
mailto:bk-adb@city.yokohama.jp
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