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来る８月 28 日（水）から 30 日（金）まで、第７回アフリカ開発会議（TICAD7）がパシフィコ

横浜で開催されます。横浜市は、ホストシティとして、会期中、さまざまな関連プログラムを実

施します。 

１ 公式サイドイベント「日本・アフリカ ビジネス EXPO」ジャパン・フェアに市内企業ととも

に横浜市ブースを出展 

【ビジネス EXPO 概要】 

◆日時：８月 28 日（水）11:00～18:00 

    ８月 29 日（木）10:00～18:00 

８月 30日（金）10:00～17:00 

◆会場：パシフィコ横浜 展示ホールＤ 

◆主催：日本貿易振興機構（JETRO） 

◆出展者：156 社・団体（そのうち市内企業 15 社） 

◆対象来場者：日本及びアフリカ各国首脳・閣僚等政府要人、 

財界人、プレス関係者、ビジネス関係者等 

 

 【横浜市ブースについて】 

「住みたい街ナンバー１の横浜から発信するライフスタイル」をテーマに、市内中小企業 10

社の製品・技術、取組の展示や、ビジネスに関連した横浜市の取組を紹介します。 

企業によるプレゼンテーション、体験型フォトスポットなども予定しています。 

◆出展者：㈱おうち菜園、㈱コーケン、㈱シェリーココ、水道テクニカルサービス㈱、 

トミタテクノロジー㈱、日之出産業㈱、㈱フジケン、㈱ヨコハマシステムズ 

横浜ライフイノベーションプラットフォーム（LIP.横浜）会員企業（㈱セルフリ

ーサイエンス、㈱バイオメディカル研究所）※五十音順 

 【市内企業出展ブース】 

  ◆出展者：㈾オフィス五タラント、京浜蓄電池工業㈱、㈱サカタのタネ、千代田化工建設㈱、

日揮㈱ ※五十音順 

     

２ コートジボワール共和国 アマドゥ・ゴン・クリバリ首相による横浜市会本会議場での演説 

コートジボワール共和国のアマドゥ・ゴン・クリバリ首相の本市ご来訪に際し、 

横浜市会では首相をお招きし、本会議場での演説を実施します。なお、演説に 

先立ち、横浜市長、横浜市会議長等との懇談及び写真撮影を行います。 

【議場演説概要】 

◆日時：８月 27 日（火）10:40～11:15  

◆会場：横浜市役所市会棟３階 本会議場 

※議場演説の様子はインターネット中継でもご覧いただけます。 

※懇談は 10:00～10:25 の間、市会棟３階第三会議室において行います。 
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３ 「アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP）」第２回全体会合 

◆日時・会場：８月 26 日（月） 9:30～17:30 はまぎんホール ヴィアマーレ 

       ８月 27 日（火）10:30～17:00 パシフィコ横浜 展示ホールＢ 

◆主催：環境省、独立行政法人国際協力機構（JICA）、横浜市、国連環境計画(UNEP)、 

国連人間居住計画（UN-Habitat） 

【全体会合概要】 

アフリカのきれいな街と健康な暮らしの実現を目指し、アフリカ各国、国際機関、国内

外の企業が集まり、アフリカが直面する廃棄物の課題に関する発表や意見交換を行います。 

27 日（火）15 時 15 分から行われるハイレベルセッション『「アフリカのきれいな街と健

康な暮らし」の実現に向けた ACCP の貢献』において、横浜市長が発言します。 

また、26 日（月）14 時 15 分から行われるセッション「廃棄物管理における環境教育・

住民啓発」において、横浜市内中学生が英語スピーチを行います。 

４ その他の主な取組・プログラム 

(1) ボランティア 

活動期間：８月 24日（土）～８月 30 日（金） 

市内大学生を中心とする約 250名の学生ボランテ

ィアと、約 60 名の市民ボランティアで構成されま

す。 

学生ボランティアは実際の会議運営のサポート

を行い、市民ボランティアは会場周辺の案内や 

サポートを通じて、横浜の魅力を発信します。 

 

（2）横浜市取組 PR ブース 

  ア 公式サイドイベント（ブース） 

日時：８月 27 日（火）～29 日（木）9:30～19:30 

        ８月 30日（金）9:30～14:30 

場所：パシフィコ横浜 会議センター内 

内容：水道局のアフリカへの国際技術協力の取組、温暖化 

   対策に関する取組、その他横浜市の施策等を展示 

 

  イ 「よこはまプラスチック資源循環アクションプログラム」ブース 

    日時：８月 27 日（火）～29 日（木）10:30～17:15 

           ８月 30 日（金）10:30～14:30 

    場所：パシフィコ横浜 メディアセンター内 

    内容：プラスチックごみ対策等の取組を展示 

 

 

 

 

 

ボランティアオリエンテーション
での記念撮影 

＜参考＞横浜市とコートジボワール共和国との関係について 

 コートジボワール共和国の実質的首都であるアビジャン自治区と横浜市は、平成 29 年 9

月に「交流協力共同声明」を発表し、都市課題の解決や若い世代の交流、女性の活躍推進と

いった分野で交流を深めています。 

 また、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに際し、横浜市はコートジボワール共和

国のホストタウンとして登録されています。 

横浜市取組 PRブースイメージ 

ボランティアウェア 

次頁あり 



 

 

 

(3)「アフリカと横浜、あふれる力でともに未来へ」展 

日時：８月 27 日（火）～29 日（木）10:30～19:30 

８月 30日（金）10:30～14:30 

会場：パシフィコ横浜 展示ホールＢ 

内容： ①「アフリカの子どもたちが描く環境絵日記展」（JICA） 

   アフリカ 13 か国の子どもたちが描いた環境絵日記約 300 点を展示 

   ②「都筑・ボツワナ交流児童画展」（都筑区） 

          横浜市立茅ケ崎小学校とボツワナ共和国ベン・テマ小学校の児童 

が絵画を通じて国際交流する事業で、約 800 点の作品を展示 

      

(4) 市内小学校児童によるアフリカ各国首脳の出迎え 

  日時：８月 28 日（水）14:00～14:30 

  場所：パシフィコ横浜 会議センター前 

  内容：横浜市立戸部小学校５年生とボーイスカウト横浜第 132 団 

の子どもたち約 80名が会議参加者をお迎えします。 

 

(5) 公式サイドイベント シンポジウム「女性と少女が変えるアフリカの未来」 

～ビジネスを通じた社会改革の可能性～ 

日時：８月 28 日（水）14:00～17:00  

会場：パシフィコ横浜 展示ホール B 

主催：JICA、横浜市、外務省 

内容：①主催者あいさつ（横浜市長、外務省、JICA） 

   ②基調講演「アフリカの女性たちの今、そして未来」 

     基調講演者：ヌゴジ・オコンジョ・イウェアラ氏 

（Gaviワクチンアライアンス理事長） 

③パネルディスカッション「ビジネスを通じた社会変革の可能性」 

パネリスト：レジーナ・ホヌ氏（Soronko Solutions 最高経営責任者） 

      ノエル・アーヤンイジュカ氏（EcoSmart Uganda 最高経営責任者） 

      アデロイエ・オランレワジュ氏（Babymigo 最高経営責任者） 

      森剛士氏（株式会社ポラリス代表取締役） 

ジェニファー・ブランキ氏（アフリカ開発銀行副総裁） 

 モデレーター：田中由美子氏（JICA シニア・ジェンダー・アドバイザー） 

       コメンテーター：スザンナ・ムーアヘッド氏（経済協力開発機構開発援助委員会議長） 

        ※定員に達したため、参加申込の受付は終了いたしました。 

 

(6) 第３回野口英世アフリカ賞受賞者歓迎イベント 

ア 昼食会 

        日時：８月 31 日（土）12:00～13:00（取材可能箇所：冒頭部分及び記念撮影） 

    会場：横浜ロイヤルパークホテル 68 階 レストラン「四季亭」 

    主催：横浜市 

    出席者：受賞者（ジャン＝ジャック・ムエンベ＝タムフム博士）、ご令室、 

受賞者（フランシス・ジャーバス・オマスワ博士）、ご令嬢、 

内閣府参事官野口英世アフリカ賞担当室長、横浜市長、横浜市会議長、 

日本アフリカ友好横浜市会議員連盟会長等  

イ 受賞者歓迎式典 

日時：８月 31 日（土）14:00～14:50 

会場：横浜市長浜ホール（横浜市金沢区長浜 114-4 長浜野口記念公園内） 

主催：横浜市 

内容：野口英世博士にゆかりのある横浜・長浜において、横浜市立文庫小学校児童によ

る吹奏楽の演奏など、受賞者をお迎えする歓迎式典を実施します。 

①「アフリカの子
どもたちが描く

環境絵日記展」 

②「都筑・ボツワナ交流児童画展」 

ヌゴジ・オコンジョ・イウェアラ氏 

TICADⅤ出迎えの様子 

裏面あり 



 

 

 

５ 当日の取材について 

１ 公式サイドイベント「日本・アフリ

カ ビジネス EXPO」 

・本イベントを取材される方は、会場入口に設置されてい

る報道受付を通って会場にお入りください。 

・横浜市ブースの取材を希望される場合は、８月 27 日（火）

17 時までに、お問合せ先までご連絡ください。 

２ コートジボワール共和国アマドゥ・

ゴン・クリバリ首相による横浜市会

本会議場での演説 

・懇談から取材される方は、当日 10 時までに市会棟３階第

三会議室へお越しください。 

・必ず各社の腕章の着用をお願いします。 

・議場演説は、本会議と同様に記者席での取材をお願いし

ます。 

・囲み取材の時間は設けておりません。ご了承ください。 

・首相に同行する記者団も取材を行うこととなりますので、

ご協力をお願いします。 

３ アフリカのきれいな街プラットフォ

ーム（ACCP）」第２回全体会合 

・取材を希望される方は、事前にお申込みください。 

 ACCP第 2 回全体会合開催事務局（海外環境協力センター

（OECC）内） 

 担当：マラビーニ、野地 TEL：03-6803-4291 

 e-mail  accpyokohama@oecc.or.jp 

４(1) ボランティア ・取材を希望される方は、外務省確認の場合もありますの

で、8 月 27 日（火）17 時までに、お問合せ先までご連絡く

ださい。 

４(2) 横浜市取組 PR ブース  

ア 公式サイドイベント（ブース） 

・プレス事前登録を行った方のみ、取材が可能となります。

（登録期間はすでに終了）取材を希望される場合は、外務

省へ希望日時の連絡が必要となります。まずはお問合せ先

までご連絡ください。 

横浜市取組 PR ブース  

イ 「よこはまプラスチック資源循環ア

クションプログラム」ブース 

・取材を希望される場合は担当までご連絡ください。 

担当：資源循環局政策調整課 木村 ℡：045-671-4567 

４(3) 「アフリカと横浜、あふれる力でと

もに未来へ」展 

・取材を希望される方は、８月 27 日（火）17時までに、 

お問合せ先までご連絡ください。 

４(4) 市内小学校児童によるアフリカ各国

首脳の出迎え 

・取材を希望される方は、８月 26 日（月）17時までに、 

お問合せ先までご連絡ください。 

４(5) 公式サイドイベント シンポジウム

「女性と少女が変えるアフリカの未

来」 

・取材を希望される方は、８月 27 日（火）17時までに、 

お問合せ先までご連絡ください。 

４(6) 第３回野口英世アフリカ賞受賞者歓

迎イベント 

・取材を希望される方は、８月 29 日（木）17時までに、 

お問合せ先までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お問合せ先 

(TICAD7 全般、４(2)、(3)、（4）について) 

国際局国際連携課アフリカ開発会議担当課長 鈴木 真実  Tel 045-671-4713 

(１、３、４(5)について)                国際局国際連携課長 柳沢 貴之  Tel 045-671-4719 

(２ 議場演説等について)              議会局政策調査課長 青木 正博  Tel 045-671-3006 

(２ 議場演説等の取材について)    議会局総務課秘書広報担当課長 尾崎 太郎  Tel 045-671-3079 

(４(1)、(6)式典について) 国際局国際連携課アフリカ開発会議担当課長 後藤 勝    Tel 045-671-4714 

(４(6)昼食会について)   国際局国際連携課アフリカ開発会議担当課長 江成 政義  Tel 045-671-4720 

 

 

 

※ 神 奈 川 県 と 同 日 発 表 し て い ま す 。 
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