
 

 

第７回アフリカ開発会議（TICAD７）に向けた取組状況について 
 

  

 

 

 

 

 

１ 横浜市の取組テーマと方向性 

(1) 横浜市の取組テーマ 

  日本語「アフリカと横浜、あふれる力でともに未来へ」 

  英語「Africa and Yokohama, Sharing Passion for the Future」 

   仏語「Afrique et Yokohama, partageant une passion pour le futur」 
 
  テーマの考え方： 

第７回会議開催を契機として、横浜が産官学の力を合わせてアフリカとともに「成長する

未来」を創っていく決意を表します。 

「あふれる力」は、未来に向けたアフリカの目覚ましい発展の原動力を表し、また、無限の

可能性を持つ「横浜の若者」を応援する思いも込めています。 

 

(2) 取組の方向性 

  ア 都市課題解決の経験を生かした技術協力等の拡大 

イ ビジネス支援の強化 

  ウ より幅広い年代に対する次世代育成の機会の提供、女性の活躍推進 

 

２ 「第７回アフリカ開発会議横浜市開催推進本部」概要 

統括本部長：渡辺副市長 

本部長：柏崎副市長、平原副市長 

参与 ：危機管理監 

本部員：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 

目的 ：庁内の横断的な連携を図り、全庁的な取組を推進する。 

設置日：平成 29年９月 11日（月） 

ワーキンググループ：  

危機管理       ：県警との連携や危機管理計画､各警備計画等の検討・実施 

プロモーション    ：第７回会議の開催を契機とした戦略的 PRの検討・実施 

施設管理       ：施設管理の強化、地元周知等 

国際協力・ビジネス交流：技術協力や国際貢献に関する取組の検討・実施 

次世代育成・市民交流 ：小・中学生が参加可能なイベント等の実施、高校生や大学生と 

のコラボレーション事業の実施、市民による国際交流の促進 

女性活躍推進     ：女性活躍推進に関するシンポジウム等の検討・実施

平成 31年に横浜で開催されることが決定した第７回アフリカ開発会議に向けて、会議の安

全・円滑な開催に向けた準備を進めています。 

また、今回の開催を横浜とアフリカ各国との連携強化の契機と捉え、技術協力やビジネス

支援、次世代育成に力を入れるとともに、各種イベントを通じて開催機運を盛り上げます。 

 

資料１ 

国際・経済・港湾委員会資料 

平 成 3 0 年 ３ 月 1 4 日 

国 際 局 



 

３ 平成 29年度の交流・協力の取組状況 

(1) 国際協力・ビジネス交流 

ア 技術協力 

水道：JICA研修「アフリカ地域都市上水道技術者養成」受入、マラウイへ職員派遣 等 

港湾：JICA研修「港湾物流効率化（アフリカ地域）」受入 等 

資源循環：「アフリカのきれいな街プラットフォーム」を通じた廃棄物処理研修受入 等 

国土交通省・外務省共催の「シティ・ツアー」で、駐日大使をはじめとするアフリカ

各国大使館関係者に横浜港と横浜赤レンガ倉庫を紹介  実施日：12月８日(金) 
 

イ アフリカビジネスセミナー 

実施日：平成 30年２月 15日(木)  参加者：約 110名 

共催：横浜市、JETRO横浜、JICA横浜 

テーマ：～アフリカとのビジネスのはじめ方を知る～ 

概要：市内企業等を対象に、JICA、㈱DMM.com等が講演 
 

(2) 次世代育成・市民交流 

ア イベントでのブース出展（Ｐ３「参考１」） 

イ ブルキナファソ ナショナルデー等の開催支援 

ウ 各区と連携した区民まつり等でのパネル設置及び予算支援等（Ｐ３「参考２」） 

エ「アフリカとの一校一国」交流プログラム(Ｐ４「参考３」) 

実施期間：第７回会議横浜開催決定(６月)～平成 32年度 

実施校：市立小・中学校等 68校  

対象国：アフリカ在京大使館設置国のうち 33か国 
 

(3) 女性活躍推進 

JICAとの連携で「日・アフリカビジネスウーマン交流プログラム」を実施（25年度～）

コートジボワール共和国で横浜の女性活躍支援施策をアピールするとともに、横浜でアフ

リカのビジネスウーマン・政府職員と市内女性起業家との意見交換等を実施（７月） 
 

(4) 都市間連携 

コートジボワール共和国・アビジャン自治区と、都市課題解決・開発の促進、女性の活

躍推進、若い世代の交流促進などの分野で交流協力共同声明発表 実施日：９月 11日(月) 
 

(5) 東京 2020オリンピック・パラリンピックを契機とした交流 

チュニジア、ベナンの選手との交流や文化紹介等について大使館と協議中 
 

４ 今後の予定 

(1)「第７回アフリカ開発会議横浜開催推進協議会（仮称）」の設置 

第７回会議の成功を期し、横浜市内・神奈川県内の関係団体・機関が情報共有を図り、

地元の協力体制を築いていくことを目的として設置します。 
 

(2)「はまっ子どうし The Water」第７回会議ボトルの作成 

イベント等で販売・活用し、第７回会議横浜開催をプロモーションします。 
 

(3) 親善交流イベント（親善サッカー試合及び意見交換会） 

日程：平成 30年５月 13日(日)  会場：日産スタジアム 

参加団体(予定）：在京アフリカ外交団、日本・アフリカ連合（AU）友好議員連盟、 

外務省、横浜市内企業、横浜サッカー協会、横浜市、横浜市会 

 （協力： 日本アフリカ友好横浜市会議員連盟、横浜市会議員フットボールクラブ） 



 

（参考１）イベントでのブース出展 (平成 29年10月) 

イベント名 日程 場所 内容 

よこはま国際フェスタ2017 
10月７日(土) 

～９日(祝・月) 

みなとみらい・ 

グランモール公園 

パンフ配布、ブース出展、 

ステージ等 

新横浜パフォーマンス2017 
10月21日(土) 日産スタジアム 

東ゲート広場２Ｆ 

パンフ配布、ブース出展、 

ワークショップ等 

 

（参考２）各区と連携した区民まつり等でのパネル設置及び予算支援等(平成 29年 10月～平成 30年３月） 

開催日 区名 実施内容 

10月１日(日） 南区 PRパネル展示、パンフレット配布 

磯子区 

10月８日(日） 神奈川区 

中区 

同 上 

10月 13日(金）～22日(日） 戸塚区 PRパネル展示、パンフレット配布、 

アフリカ料理提供 

10月 14日(土） 保土ケ谷区 PRパネル展示 

10月 15日(日） 旭区 PRパネル展示、パンフレット配布 

緑区 パンフレット配布 

10月 21日(土） 金沢区 PRパネル展示、パンフレット配布 

11月３日(祝・金） 青葉区 

 

PRパネル展示、パンフレット配布、 

ステージイベント 

都筑区 

 

PRパネル展示、パンフレット配布、 

ボツワナ料理提供、ワークショップ等 

泉区 PRパネル展示、パンフレット配布 

11月４日(土） 港南区 PRパネル展示、パンフレット配布 

11月５日(日） 西区 PRパネル展示、パンフレット配布、 

アフリカ料理提供 

11月 11日(土） 栄区 PRパネル展示、パンフレット配布 

11月 25日(土） 神奈川区 TICAD 開催・神奈川区制 90 周年記念ロゴ

マーク入りバッグ配布、 

PRパネル展示、パンフレット配布 

11月 28日（火） 栄区 日本文化体験イベント 

12月 21日（木）～27日（水） 

３月 20日（火）～26日（月） 

(予定） 

都筑区 PRパネル展示、パンフレット配布 

２月 20日(火）～３月 30日（金）

（予定） 

港北区 PRパネル展示、パンフレット配布 

アフリカ関連の図書の紹介（港北図書館） 

３月３日(土） 港北区 PRパネル展示、パンフレット配布、 

アフリカの楽器体験ワークショップ等 

３月 21日（水）（予定） 

  

都筑区 国際理解講座「ボツワナ探検」、 

PRパネル展示、パンフレット配布 



 

(参考３)「アフリカとの一校一国」交流プログラム 

（第７回会議横浜開催決定(６月)～平成 30年３月 14日現在） 

学校 交流国 実施日 交流内容 訪問者 

桜岡小学校 
コートジボワール 

共和国 
９月 11日(月) 歓迎セレモニー 

アビジャン 

自治区知事・ 

特命全権大使 

境木小学校 レソト王国 10月 21日(土) 
学校創立 50周年記

念式典への招待 
代理大使 

港南台 

第二小学校 
ブルキナファソ 

12月 1日(金） 

～26日(火） 

ナショナルデー記念

プログラムでの交流

活動紹介 

― 

富士見台小学校 
マダガスカル 

共和国 
12月４日(月） 

授業視察、給食体験、

歓迎セレモニー 
大統領夫人 

神大寺小学校 スーダン共和国 12月 19日(火） 
元青年海外協力隊員

の講演 
元青年海外協力隊員 

立野小学校 ガーナ共和国 １月 10日(水） 交流行事、大使講演 特命全権大使 

本宿中学校 ガーナ共和国 １月 10日(水） 大使講演 特命全権大使 

小菅ケ谷小学校 ブルキナファソ ２月 16日(金） 
ブルキナファソを紹

介する授業 

特命全権大使夫人、

一等参事官 

市ケ尾中学校 スーダン共和国 ２月 16日(金） 
交流行事、清掃活動

視察 

ＪＩＣＡ招へい研修

員（スーダン共和国

を含むアフリカ５か

国９名） 

白幡小学校 チュニジア共和国 ３月５日(月) 
授業視察、学校活動

の紹介 

外務省招へいチュニ

ジア人ジャーナリス

ト 

 

 

 

 


