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第 50回アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会の準備状況について  

１ 第 50回アジア開発銀行年次総会概要 

(1) 日程  平成 29年 5月 4日（木）～7日（日） 

 (2) 会場  パシフィコ横浜及び周辺ホテル 

 (3) 参加者  各国財務大臣、中央銀行総裁、民間金融機関関係者、 

ＮＧＯ、報道機関関係者など 約 3,000～5,000人 

 (4) 内容  各国代表による借款や開発協力などの表明、 

ビジネスセッション、公式レセプション、 

各種セミナー・シンポジウムなどの開催 

 (5)  本市取組のコンセプト／テーマ  

ともにひらく、アジアの未来 

Building Together the Prosperity of Asia 

  

２ 6月以降の経過及び今後の予定 

日程 内容 

平成 28年 6月 
・「第 50回アジア開発銀行年次総会横浜開催推進協議会」第 2回総会開催 
・はまっ子どうしＡＤＢラベルボトルの作成（24,000本） 

 7月 ・「第 50回アジア開発銀行年次総会横浜市開催推進本部」第 3回会議開催 

 8月 ・ＡＤＢ総裁、専門チーム（技術・広報班）による視察受け入れ 

平成 29年 2月 ・ＡＤＢ専門チーム（セキュリティ班など）による視察受け入れ 

 3月 ・ＡＤＢ総裁による最終視察受け入れ 

 ～4月 
・テロ対策訓練等の実施、会場周辺の安全対策の実施 
・市警戒本部立ち上げ 

 5月 ・第 50回年次総会 横浜開催（4～7日） 

 

３ 市開催推進本部における現在の主な取組 

ワーキング 
グループ名 

現在の主な取組 

危機管理 ・横浜市警戒本部警備計画の策定に向けた検討 

広報・報道 
・効果的な広報計画の検討・実施 
・子ども向けリーフレット等の作成・配布（8月）<別添> 
・開催都市ホームページの運営（7月から Twitter・Facebookを展開） 

施設管理 
・道路や港湾施設等の会場周辺施設との調整 
・会場周辺の安全確保や環境整備に向けた実施準備 

国際協力・ 
ビジネス交流 

・フィリピン・マニラへの本市・市内企業による調査団派遣（9月） 
・アジア・スマートシティ会議（11月）におけるＡＤＢと連携した 
経済セミナーの実施準備 

・市内企業の技術力をＰＲする展示会準備（総会会場内で開催予定） 
・本市の都市づくり施策ＰＲ映像の検討・作成 

次世代育成・ 
市民交流 

・P2参照 

女性の 
地位向上 

・ＡＤＢジェンダーテクニカルアドバイザー及びフィリピンの女性起業家の招聘、
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への参加（11月） 

・国際女性デー（3月）に合わせたパネル展示等の準備 

市民・文化観光・消防委員会資料 

平 成 2 8 年 9 月 1 3 日 

文 化 観 光 局 
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４ ＡＤＢ及び財務省（本省及び関東財務局）との現在の主な調整事項 

 ・年次総会の会場案 

・会期中に開催するＡＤＢ主催セミナー（「女性活躍」「次世代育成」ほか） 

 ・会期中、会場内に設けられる「ネットワーキングエリア」での無料ランチ提供や 

本市及びスポンサー企業等の展示会の実施 

 ・配偶者プログラム、ＶＩＰや参加者向けの視察ツアー等 

・年次総会参加者の会場までの送迎 

 

５ 次世代育成・市民交流の主な取組  

    年次総会開催に向けて、アジア太平洋地域への興味・関心、文化や実態に関する知識

を深めていただくため、様々な事業を展開しています。 

 (1) 18区との連携イベント（8月～）<各区一覧は P3参照> 

   【鶴見区（8/20）】「第 30回鶴見川サマーフェスティバル 2016」 

     アジア音楽の紹介や料理・文化等のブース出展    

 (2) 小・中学校での取組（6月～）  

  ・青年海外協力隊派遣経験者による、国際理解教育や 

キャリア教育の実施（各区 1校程度）〈一覧は P4〉 

【日野南小（港南区）（6/14）】 

ウズベキスタンでの体験や日本との関わりを紹介      

  ・アジア音楽の体験・鑑賞 

   （芸術文化教育プラットフォーム「学校プログラム」と連携） 

【今井小（保土ケ谷区）、荏田小（青葉区）（6/22）】 

6年生がペルシャ楽器と太鼓等の合奏を鑑賞 

 (3) その他の連携事業 

  ・ＡＤＢエコノミストによる横浜市立大学特別講義（6/14） 

・桜丘高校における、中国・韓国芸術団による伝統音楽披露 

（横浜音祭り及び日中韓都市間交流事業と連携）（10月） 

  ・黄金町「アジア×アートウィーク」（10月） 

   ・ボーイスカウト、ガールスカウトでのイベント（29年 1～2月） 

  ・ＪＩＣＡ横浜協力「アジア太平洋地域に関するパネル展示」 

等（29年 3月～） 

  

６ アジア開発銀行年次総会横浜開催推進事業寄附金の受納について 

 (1) 寄附者 

    富士ソフト株式会社（横浜市中区） 

 (2) 金額 

    100万円 

 (3) 受納日   

    9月 2日 

 

 

 

 

 

 

 

日野南小 

横浜市立大学特別講義 

鶴見区 

鶴見区 
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【18区 ＡＤＢ年次総会横浜開催連携イベント】              H28.9現在 

区 開催日 イベント名（内容） 

鶴見 8/20(土) 
第 30回鶴見川サマーフェスティバル 2016 
（アジア料理の模擬店やアジア関連ＰＲブースの出店） 

神奈川 H29 1/29(日) 
B-SKY FES2017 
（アジアの伝統音楽・舞踊を含むステージイベント） 

西 11/6(日) 西区民まつり（モンゴルなどの伝統楽器の演奏披露） 

中 10/9(日) 
第 41回中区民祭り「ハローよこはま 2016」 
（横浜中華街の獅子舞・中国舞踏、中国人書家による 
揮毫(きごう)、韓国伝統芸能など） 

南 
①H29 1月 
②H29 1～2月 

①アジアポップミュージック講座（2回連続講座） 
②食で学ぶ中国（料理教室形式、お茶の体験） 

港南 
①10/9(日) 
②11/5(日) 

①楽しい おいしいアジア！ 
（講演会、演奏、舞踊、屋台、言語ミニレッスン、遊び） 
②こうなん子どもゆめワールド 
（屋台でアジア開発銀行年次総会横浜開催をＰＲ) 

保土ケ谷 12/10(土) 
韓国の魅力～ここがポイント～留学生と語る会 
（韓国の見どころ紹介、韓国の魅力を探るワークショップ） 

旭 
H29 1/10(火)～ 
3月上旬 

旭区地区センターアジア伝統料理体験リレー 
（アジアの伝統料理体験教室をリレー形式で開催） 

磯子 H29 1月頃 
国際交流プチサロン 
（青年海外協力隊派遣経験者による国際理解講座） 

金沢 
①11/23(祝) 
②12/10(土) 

①金沢国際交流ラウンジフェスティバル 
（アジアの伝統音楽・舞踊の披露） 
②スパイス体験講座 
（スパイスを通してインドの食と文化を学ぶ） 

港北 10/15(土) 
パパと遊ぼう～絵本と工作のワンダーランド～ 
（影絵、音楽、絵本読み聞かせ、工作体験、バルーン 
アート教室など） 

緑 12/11(日) 
冬のたからものづくり（仮） 
（アジアの冬の行事などの写真パネル展示） 

青葉 
①11/3(木・祝) 
②11/23(水・祝) 

①青葉区民まつり 2016 
②第 12回区民交流センターまつり 
（①、②ともにアジアの伝統音楽・舞踏の披露） 

都筑 
①11/3(木・祝) 
②H29 3/12(日) 

①第 22回都筑区民まつり（アジア料理や文化紹介ブース） 
②第 9回プラザまつり～やさしさと感動を～ 
（ＡＤＢ加盟国・地域の紹介パネルを用いた参加型イベント） 

戸塚 10/19(水) 
アジア音楽と舞踏の旅コンサート 
（アジア 6か国の伝統文化を楽しむコンサート） 

栄 12/3(土) 
講座「江戸×アジア文化から学ぶ究極エコライフ」（予定） 
（江戸やアジアの人々の暮らしを参考にエコライフに 
ついて考える） 

泉 12/4(日) 
多文化交流会 
（いちょう団地で活動するボランティア団体による 
多文化交流会） 

瀬谷 10/23(日) 
アジアめしフェス 
（瀬谷フェスティバルでアジア料理を提供するキッチン
カー等の出店） 

 



4 
 

【18区 小・中学校での国際理解教育等実施校】                  H28.9現在 

区 小学校（実施日目安） 中学校 (実施日目安) 

鶴見 新鶴見（11月） 潮田（2月下旬） 

神奈川 青木（2月） 菅田（2月下旬～3月上旬） 

西 平沼（2月） 軽井沢（11月下旬～12月上旬） 

中 間門（11月以降） 仲尾台（2月） 

南 永田台（11月） 六ツ川（12～1月） 

港南 
日野南（6/14実施済み）、 

日下（11月） 
港南（1/26） 

保土ケ谷 上星川（1/13） 保土ケ谷（11/22） 

旭 上白根（2月中旬） 今宿（2月下旬～3月上旬） 

磯子 洋光台第四（1月） 洋光台第二（未定） 

金沢 金沢（10/22） 富岡（12月）、西柴（1月中旬） 

港北 菊名 (12月上旬) 高田（3月） 

緑 鴨居（1月下旬～2月上旬） 義務教育学校霧が丘学園（11/29） 

青葉 
荏田西（1月）、すすき野(11～12月)、

東市ケ尾（2月中旬） 
市ケ尾（11～12月） 

都筑 南山田（12～1月） 
川和（2月下旬～3月上旬）、 

中川西（12/8） 

戸塚 名瀬（11月） 平戸（11月） 

栄 笠間（1月） 桂台（未定） 

泉 西が岡（未定） 上飯田（未定） 

瀬谷 相沢（2月） 東野（11月下旬～12月上旬） 

 

 

 

 

 






