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世界規模の課題と自治体の役割 
第３回ＵＣＬＧ総会とローカル＆リージョナルリーダー 

世界サミット in メキシコ・シティ会議報告 

 

 

堀 内   匠 

 

 

 はじめに 

 

 2010年11月16日から20日にかけ、世界の都市・自治体を代表する国際機構である世界都

市・自治体連合（ＵＣＬＧ)(１)のローカル＆リージョナルリーダー世界サミット（Local 

and Regional Leaders World Summit、以下「世界大会」

もしくは単に「大会」と呼ぶ）およびＵＣＬＧ総会が

メキシコ・シティ中心街の各会場で催され、住民生活

に密着し、かつ地球規模の問題に関係した自治体の課

題について熱心な討議が繰り広げられた。 

 ＵＣＬＧには世界の約3,000の都市や実務家が所属

しており、今回の大会にはそのうち2,000以上から参

加があった。2003年時点の80カ国1,100都市という会

員数と比較すると、７年間で会員数をおよそ３倍にす

る勢いである。ＵＣＬＧは2001年に国連人間居住計画

（ＨＡＢＩＴＡＴ）と共に地方自治世界憲章（World 

Charter of Local Self-Government）の批准を目指したこ

とで有名だが、近年日本においてはあまりその活動の

                                                                                 

(１) 過去のＵＣＬＧ大会に関しては以下の本誌論文を参照されたい。飛田博史「分権から協働へ 

― ＵＣＬＧ（都市、地方自治体連合）国際会議報告」（2004年６月号）、申龍徹「第２回Ｕ

ＣＬＧ（United Cities & Local Governments）済州総会～『変化する都市が世界をリードす

る』」（2007年11月号）。特に、ＩＵＬＡ等の前身団体がＵＣＬＧの設立に至った経緯につい

ては飛田論文に詳しい。 

会場前にて 
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様子が伝えられない。世界大会に先立つ10月には浜松市でアジア太平洋支部（ＡＳＰＡ

Ｃ）の大会が開かれた(２)ものの、日本におけるＵＣＬＧ会員団体はわずか浜松市１市に

とどまっており、今後は日本における会員数の拡大に期待したい。 

 公益財団法人地方自治総合研究所は、これまでと同様今回の第３回ＵＣＬＧ世界大会に

も準会員として参加した。メキシコへの派遣団は飛田博史研究員を団長とし、上林陽治研

究員と筆者の計３名からなる。本稿は第３回ＵＣＬＧ世界大会についてその概要を紹介す

るものである。 

 

 

 1. ＵＣＬＧメキシコ・シティ大会の概要 

 

 今日、国家レベルの政府代表が集うサミットは世界中で頻繁に開催されているが、いま

やあらゆる意思決定には地方レベルの政府の参加もまた欠かせないものとなっている。Ｕ

ＣＬＧはこのような認識に立ち、地方レベルの指導者

が一堂に会して世界不況や気候変動問題等の重要課題

について必要な措置を講じ、市民の活動をも刺激しよ

うとするものである。 

 2010年の世界は大きな不確実性と複雑性の内にある。

そのため、本世界大会は、まず世界が直面する様々な

課題が地方にもたらしている影響を確認し、また、こ

れに地方レベルがどのように立ち向かえるのかを描き

出そうとしている。 

 今回のＵＣＬＧ大会は相互に連関する３つのメイン

テーマから構成されている。会議は、全体会議で各メ

インテーマに関する基調講演とパネリストによる討論

が行われた後にこれに付随する分科会で個別課題をよ

り掘り下げるという形式で行われた。 

                                                                                 

(２) 2010年のＡＳＰＡＣコングレスは「グローバル化への対応」をメインテーマに開催された。

同コングレスの内容紹介については佐藤宏明「多文化共生推進をめざして ― 国際課の取り組

み」『地方議会人』2010年12月号を参照。 

今回のＵＣＬＧ世界大会はメキシコ･

シティの歴史地区を会場に行われた｡ 
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 今回設定されたメインテーマは以下の３点である。 

 ● 世界危機の地方へのインパクト（Global Crisis: Local Impacts） 

 ● 2030年の都市（The City of 2030） 

 ● 地方政府：ニュー・グローバル・ガバナンスの一員として（Local Governments - 

Partners in the new Global Governance） 

 今回の大会の主な開催日程は以下に示す表の通り。 

 

表１ 主な開催日程 

11月16日 

会     場 
時  間 

 部   屋 
内       容 

10：00－11：00 パラシオ・デ・ミネリア ＵＣＬＧ準備会議 

パラシオ・デ・ミネリア  

 Salón de Directores 平和市長会議 

 Auditorio Bernardo Quintana ＵＣＬＧアフリカ地域会議 
12：00－13：30 

 Sala de Descanso ＵＣＬＧ中東アジア地域会議 

パラシオ・デ・ミネリア  

 Salón de Directores ＵＣＬＧ財政委員会 

 Auditorio Bernardo Quintana ＵＣＬＧアジア太平洋地域会議 
15：30－17：00 

 Sala de Descanso ＵＣＬＧ分権的協力委員会 

パラシオ・デ・ミネリア  

 Salón de Directores ＵＣＬＧ財政委員会 

 Auditorio Bernardo Quintana ＵＣＬＧ都市圏セクション 17：30－19：00 

 Sala de Descanso 
ＵＣＬＧ ＣＩＢ（Capacity and Institution 

Building）ワーキンググループ 

19：30－20：30 マヌエルトルサ広場 
アリアンス・フランセーズ主催による写真展

開会式「My City’s Happy Face」 

 

11月17日 

会     場 
時  間 

 部   屋 
内       容 

パラシオ・デ・ミネリア  
９：00－10：30 

 ＵＣＬＧヨーロッパ地域会議 

10：30－11：30  
Salón de Directores 

ＵＣＬＧ法務委員会 

パラシオ・デ・ミネリア  

 Auditorio Bernardo Quintana ＵＣＬＧユーロアジア地域会議 10：00－11：30 

 Sala de Descanso ＵＣＬＧ文化委員会 
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会     場 
時  間 

 部   屋 
内       容 

パラシオ・デ・ミネリア  

 Salón de Directores ＵＣＬＧ法務委員会 

 Auditorio Bernardo Quintana ＵＣＬＧ北米地域委員会 
12：00－13：30 

 Sala de Descanso 都市計画における「都市の未来」対話委員会 

パラシオ・デ・ミネリア  
15：30－18：30 

 Salón de Actos ＵＣＬＧ執行委員会 

19：00－20：00 
アラメダセントラル公園ドクト

ル・モラ通 
メキシコ・シティ大会開会式 

20：30－22：00 メキシコ市役所 歓迎晩餐会 

 

11月18日 

時  間 会     場 内       容 

９：00－11：00 テアトロ・メトロポリタン 開会セレモニー 

11：30－13：00 

【全体会議１】 
テアトロ・メトロポリタン 世界危機の地方へのインパクト 

 ～厳しい経済状況下の革新～ 

Centro Cultural del México Contemporáneo
【セクション１】媒介する自治体 ― 持続可

能な未来へ向けてともに歩む 

Museo Interactivo de Economía 
【セクション２】公共サービスへの新たなア

プローチ 

Palacio de la Escuela de Medicina 
【セクション３】経済危機への直面 ― 向か

うのは再集権か分権か 

Teatro de la Ciudad 
【セクション４】社会的排除との戦い ― 都

市と都市連帯への権利 

16：00－18：00 

【分科会１】 

Colegio de San Ildefonso 【セクション５】都市の建設、市民性の建設 

20：30－22：30 Colegio de las Vizcaínas 祝賀会 

 

11月19日 

時  間 会     場 内       容 

９：00－10：30 

【全体会議２】 
テアトロ・メトロポリタン 2030年の都市 

 ～世界の都市の未来へのローカルな視点～ 

Centro Cultural del México Contemporáneo 【セクション１】都市で暮らす 

Museo Interactivo de Economía 【セクション２】都市で働く 

Palacio de la Escuela de Medicina 【セクション３】都市を移動する 

Teatro de la Ciudad 【セクション４】都市を形づくる 

11：00－13：00 

【分科会２】 

Colegio de San Ildefonso 【セクション５】都市に投資する 

15：30－17：00

【全体会議３】 
テアトロ・メトロポリタン 

地方政府：ニュー・グローバル・ガバナンス

の一員として 
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時  間 会     場 内       容 

 
～意思決定における協力関係を成熟させるた

めに～ 

Centro Cultural del México Contemporáneo
【セクション１】国際開発におけるパート

ナー 

Museo Interactivo de Economía 
【セクション２】地球規模の問題解決に向け

たパートナー 

Palacio de la Escuela de Medicina 
【セクション３】地域統合におけるパート

ナー 

Teatro de la Ciudad 
【セクション４】ローカル・ガバナンスにお

ける女性の権利 

17：30－19：30 

【分科会３】 

Colegio de San Ildefonso 
【セクション５】グローバルな自治体が世界

を創造する 

 

11月20日 

時  間 会     場 内       容 

10：30－12：00 Teatro de la Ciudad ＵＣＬＧ総会 

14：30－16：30 Palacio de Minería ＵＣＬＧ世界委員会 

17：00－18：30 Teatro de la Ciudad 閉会式 

 

11月21日 

内        容 

気候変動防止に向けた世界首長サミット 

 

 

 このほか、各分科会が開催されていた時間帯には別会場に５つのオープンセッションが

割り当てられており、ＵＣＬＧの協力団体や組織がブースを設け、全体会議に関連した

テーマについてそれぞれの活動を紹介していた。 

 

 

 2. 開会式 

 

 ＵＣＬＧサミットの公式日程は17日の夜からだが、表１のように、実質的には18日の開

会セレモニーによって幕を開けた。冒頭挨拶に立ったMarcelo Ebrard Casaubonメキシコ市

長は、我々は気候変動や環境汚染と戦い、クリーンエネルギー化に向けた闘いに勝利する

ことができるとする歓迎挨拶を行った。 

 続いて、ＵＣＬＧ会長（開会式当時）であるBertrand Delanoëパリ市長が「今回の会議

が、都市や社会における近代化、大胆さ、社会正義と尊厳さといったメキシコの精神に大
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いに刺激されることを祈る」と挨拶。さらに、ＵＣＬ

Ｇ世界大会の後に同じメキシコのカンクンで11月29日

から12月10日に行われる予定の気候変動枠組に関する

国際会議（ＣＯＰ）に関して、 Patricia Espinoza 

Cantellanoメキシコ外務長官が成果への期待を込めた

挨拶を行った。 

 その他主要な来賓が会議への賛意を表している。気

候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）座長で2007

年にノーベル平和賞を受賞したRajendra K. Pachauri博

士は、「世界の変革は自治体によって導かれねばなら

ない」と宣言し、自治体が国際的な基金を設立するこ

とを要望した。また、Joan Clos国連人間居住計画（Ｈ

ＡＢＩＴＡＴ）エグゼクティブ・ディレクターは、自

治体の今後の課題に関して、地方財政の安全性と安定

性、新たな都市計画手法の開発という２点を指摘した。 

 

 

 3. ＵＣＬＧメキシコ・シティ大会の主な議論 

 

(１) 全体を通じたテーマ 

   会議に先立ち、ＵＣＬＧでは2009年10月に全体会議１と同名のタイトルの報告書

（The Impact of the Global Crisis on Local Governments）を発表しており、全体会議１

は基本的にはそこで示された現状報告をベースにして討議が行われた。全体会議１は、

世界が直面する主要な課題を概観し、危機に見舞われた地域の課題を解決するための

アイデアを見出すという今回のＵＣＬＧ大会を通底する視座を提示するものでもあっ

た。 

   具体的には、①金融、経済、財政危機、②気候変動、③エネルギー問題、④少子高

齢化問題、⑤環境問題、⑥貧困と不平等の連鎖を課題として取り上げ、数十年にわ

たって国際社会を支配してきたグローバル化のモデルを再考し、ローカルとグローバ

ルのバランスを見直す必要があるとした。 

   なお、事前にプログラムに示された各課題への問題提起は次のようなものである。 

挨拶に立つMarcelo Ebrard Casaubon

メキシコ市長 
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  ① 金融、経済、財政危機 

    リーマン・ショックによって世界中の国々が深刻な経済危機に陥り、経済成長も

鈍化しているが、特にヨーロッパや北アメリカでは莫大な公的資金を投入すること

でこれを乗り切ろうとしている。しかしこれに伴う公的債務の増大が財政支出削減

の圧力となっており、その結果、経済危機は財政危機として地方政府にも飛び火す

ることになった。しかも、この財政危機は単に地方政府が提供する公共サービスの

削減のみならず、中央集権化の動きにも繋がっている。具体的には、地方により

「効果的」な指標を課したり、トップダウン型の組織改革が行われるのがその現れ

である。世界危機は70年代から世界中で続けられてきた分権化へのゆっくりとした

歩みを一気に押し流し、いまや再中央集権（re-centralization）のうねりとなってい

るのである。 

    今回のサミットの最大の課題は、この再中央集権化の危険に警鐘を鳴らし、対抗

することにある。 

 

  ② 気候変動 

    2009年12月のコペンハーゲンＣＯＰ15にはＵＣＬＧを含む多くの国際組織が参加

したものの、先進国と途上国の対立からめぼしい成果を挙げることができなかった

といえる。今回のＵＣＬＧ世界大会の直後には同じメキシコ国内のカンクンでＣＯ

Ｐ16が開かれることになっているが、ここでも画期的な打開策が見出される見通し

は立っていない(３)。 

    また、近年、人間の活動と気候変動の因果関係に関する否定的な動きにもさらさ

れており、世界的輿論がこの影響を受けている。自治体は気候変動問題の最前線に

あって、国や国際レベルに先んじた取り組みを行ってきた実績があるが、今回の世

界大会で自治体の役割や起こすべき行動を確認するのは難しいとの見通しが示され

るかもしれない。しかしこの問題自体を軽視することは危険である。 

 

                                                                                 

(３) 本稿執筆中の12月10日、従前の悲観的予想を覆してＣＯＰ16カンクン合意が成立した。懸念

された京都議定書期限切れ後の空白期間についてはこれが生じないよう作業部会での協議完了

を目指すとして事実上決着を先送りした形ではあるが、2020年までに途上国支援のための「緑

の気候基金」を設立することや途上国の排出削減行動の報告・検証、世界の温室効果ガス削減

目標（産業革命以降の気温上昇を２度までに抑制する）等、一定の進展が見られるものとなっ

た。ただし、米中の抵抗により、この合意には法的拘束力を持たせることはできなかった。 
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  ③ エネルギー問題 

    エネルギー供給はより喫緊の問題になっているが、例えばタールサンドから石油

を得るために、どの程度の環境被害までが許容されるかといった問題や、原子力と

環境との関係など、我々はこの問題についてはより倫理的な課題も突きつけられて

いる。 

    また、エネルギー政策は移動、交通、エネルギー効率といった観点からも都市計

画やガバナンスにとっても重要であって、より分権的なエネルギー政策の実験が行

われており、これが自治体の発展（development）には大きな影響をもたらそうと

している。エネルギー政策は自治体にも必須のものである。 

 

  ④ 人口動態問題 

    2050年の世界人口は現在の68億人から90億人にまで増加するといわれている。し

かもこのほとんどは貧困国での増加であるため、問題はより深刻である。世界人口

の半数以上が都市部に集中していて、さらにスプロールが加速しようとしている。

また、高齢化によって人口減少や停滞が起こっている国々が多数あることも周知の

通りである。 

    これらは自治体が直面している問題であって、スラム対策としての住宅建設、都

市間の経済的社会的接続、社会的弱者への公共サービスの十分な提供といった問題

は経済財政危機以前からの課題だったものだが、今この問題へのさらなる創造性と

技術とが求められている。 

 

  ⑤ 環境問題 

    都市化と人口増加によって化石燃料や鉱物資源を大量に消費した結果、生物多様

性や野生動物の生息地が失われようとしている。あらゆるレベルの政府はより健康

的で多様な環境と生態系を維持するためにこれまで以上に環境危機の重要性を意識

する必要がある。 

 

  ⑥ 貧困と不平等の連鎖 

    近年のグローバリゼーションは、世界に繁栄と同時に不平等の拡大をももたらし

た。ミレニアム開発目標は2015年（スラム部分については2020年）までに実施され

ることになっている。これに基づいて努力がなされた結果、現在までにいくつかの
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目標については進展が見られるものの、妊産婦の死亡率の減少等いまだ目標にはる

か及ばない分野も数多く残されている。都市は人々に多くの機会をもたらす場所で

あると同時に、福祉と所得の不平等の温床でもある。自治体の指導者にはこの問題

への対処が求められている。 

 

  ⑦ 多文化共生と対話に向けた試み 

    グローバル化された世界は、バラバラだった文化、民族、階級が垣根を越えて団

結する可能性を秘めており、都市はその舞台となり得る。しかし現状を見るに、文

化的な表現の多様性が紛争として噴出する事態がむしろ頻発している。自治体の指

導者は社会的結束のツールとして、文化の多様化と異文化間交流を促進させる重要

な役割を持っている。文化的不均衡や文化的紛争は今回のＵＣＬＧ大会を通じた

テーマである。 

 

  ⑧ 男女平等に向けて 

    多くの国では政策面および（政治代表の選出等）政治面でジェンダーの平等を促

進しようとしているが、いまだ男女の平等が実現された国は少なく、「公的な顔」

は男性のままである国が多い。ジェンダー問題の解決は今回のＵＣＬＧ大会を通じ

たテーマである。 

 

   これらの問題提起への回答は、メキシコ・シティ勧告として会議最終日に宣言され

た。詳細については別添資料として末尾に掲載しているが、本稿においても後で紹介

する。 

 

(２) 全体会議１：世界危機の地方へのインパクト（Global Crisis : Local Impact） 

   上述のような問題提起を受け、全体会議１には、Sandrine Salernoジェノア市長、

Antonio Costaリスボン市長、Amos Macondoヨハネスブルク市長、万良広州市長、

呉世勳ソウル市長、José Narro Roblesメキシコ国立自治大学学部長、そして司会の

ジャーナリストLeonardo Curzio氏が登壇した。 

   広州市長は、世界経済危機の自治体への影響について自治体はこれに自信をもって

取り組むべきであると述べ、広州市では競争力を優先させ、税制優遇によって企業育

成に取り組んだことを紹介した。ソウル市長は、ソウル市の抱える最大の問題は、仕
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事や娯楽を求める高齢者の増加であり、さらに

は彼らの健康問題：老人性痴呆症であると報告

した。続いてヨハネスブルク市長は、サッカー

ワールドカップによって世界的な注目を浴びた

もののいまだ貧困や開発の後進性といった問題

を抱えていると述べた。 

 一方、ジェノア市長は、我々はいまだに世界

恐慌の真の大きさや都市政策に与える影響につ

いて理解できていないと指摘する。ジェノア市

は高齢人口比率が増加したために、労働力を補

完する出稼ぎ労働者を必要としているものの、いまだに彼らを差別的労働環境から保

護する法的枠組が未整備であることに懸念を示した。この問題について、リスボン市

長は、自治体こそがそういった人々により近いレベルの政府であるのだから、このよ

うな問題に対処するための市民の参加を求めやすいのだと主張した。 

   メキシコ自治大学校のJosé Narro Robles学部長は、世界危機によって最も影響を受

けやすいのは若年層や女性、先住民族など社会の最も脆弱な部分であることを強調し、

しかもこういう人々の人口増加が著しい点は最も重要な課題の一つであると指摘した。 

   この他に、全ての市長は、自らの自治体の気候変動防止に関する取り組みについて

紹介した。例えばソウル市長は、2020年までにソウル市の12万台の車両を電気自動車

化する「グリーンカー・スマートソウル宣言（Green Car Smart Seoul Declaration＝녹

색차량 스마트 서울선언）」を紹介し、世界的気候変動と闘うために全ての都市は政

策と技術を共有すべきであると述べている。 

 

   この全体会議は今回の世界大会の全セッションを見通す目的もあり、自治体の将来

に関する第２全体会議（The City of 2030）に関する質問も行われた。20年後をどのよ

うに想像するかと問われ、広州市長は、広州市は「より健康的でより持続可能なくら

し（a healthier and more sustainable life）」を実現するだろうと応じ、ソウル市長は、

技術先進都市として政府は完全に電子化されているだろうと答えた。ヨハネスブルク

市長は、市が自由を得るために取り組むべき最も主要な課題は貧困の撲滅にあると展

望した。一方、楽観的な将来像を述べたアジアの都市とは対照的に、ジェノア市長は

悲観的なトーンで、ジェノア市は、公正の価値と平等と連帯を培うアイデンティティ

全体会議１の様子 



 

－ 72 － 

●
－自治総研通巻387号 2011年１月号－●

 

とシチズンシップの構築が欠かせないと述べた。 

   最後に、José Narro Robles学部長が、価値観の大転換の中において、我々の職務は

こうした将来展望を実現させ、理想郷を構築することで、それは自治体だからこそ可

能なのであると述べて全体会議１を締めくくった。 

 

(３) 分科会１「厳しい経済状況下の革新」（Innovating in a cold economic climate） 

   最初の全体会議の下に設けられた分科会は、「厳しい財政状況下の革新」を副題と

して、経済財政危機の影響に焦点を当てるもので構成されている。自治体による地域

経済支援、公共サービスへの新たなアプローチ、経済危機の管理といった役割に焦点

を当てたものであった。 

   以下に各分科会の内容について紹介する。なお、分科会は同時並行で開催されてい

るため、筆者らが参加できなかったものもある。そういった分科会については、開催

案内に記載された内容を中心に紹介する。 

 

  分科会１－１：媒介する自治体 

―

 持続可能な未来へ向けてともに歩む 

  （Intermediate cities: Working together for a sustainable future） 

   このセッションの目的は、地方レベルの政府やその指導者が景気低迷時に地域経済

を活性化し、住民の将来の家計を助けるために何をしたのかを確認することにある。

予想より長期にわたって雇用不安が続き、技術や人口動態が変化を続けている状況を

踏まえると、これまで実施されてきた経済開発政策は自治体にとって役に立っている

のかという疑問が呈される。 

   都市開発とアーバン・ガバナンスにおける環境的・経済的サステイナビリティは、

現在、媒介する自治体（Intermediate cities）の重要な課題となっている。これらの課

題を考えるにあたっては、水平的アプローチによる分析が不可欠となる。様々な経験

から得られた好事例を共有するため、ラテンアメリカとヨーロッパの市長がサステイ

ナブルな自治体について議論した。 

 

  分科会１－２：公共サービスへの新たなアプローチ 

  （New approaches to public services） 

   このセッションでは、厳しい財政と変化の時代に自治体が公共サービスの現場を築

き、守り、組織することができるのかを検討した。景気後退下で公共サービスの技術
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革新の成功例は既に生み出されたのだろう

か。新技術を効率向上に役立てるにはどう

すれば良いのか。公的部門を横断して充実

したサービスを提供できるだろうか。公共

サービスを設計・管理する上でその利用者

は重要な役割を持っているのだろうかと

いった課題が提示されていた。 

   会議中、フィリップス社のErwin Domans

氏やスエズ・エンバイロメント社のJacques 

Labre氏からは新技術の導入による公共

サービスの効果、能率と環境対策向上といった観点からの報告が相次いだ。発展途上

国の首長らがそういった技術を積極的に取り入れたいと応じる一方、むしろ経済状況

が悪化する中、より一層の貧困対策や社会保障分野の充実に焦点を当てるべきと主張

する首長もおり、会場からは議論すべき「公共サービス」の意味するものはインフラ

なのか社会保障なのか、区別せねばならないといった意見が出された。 

 

  分科会１－３：経済危機への直面 

―

 向かうのは再集権か分権か 

  （Facing the financial squeeze – towards re- or de-centralisation?） 

   このセッションは、世界の自治体財政が抱える構造的問題点について指摘している

ＵＣＬＧの第２次ＧＯＬＤレポート（the Second Global Report on Decentralizations）の

議論を下敷きにして展開する。近年、自治体の責任が強まっており、またその結果、

自治体の公共支出の比重も高まっているが、他方で経済財政、環境、エネルギー問題

等が複合した危機によって、これまでの成長モデルの見直しを迫られた国レベルの政

府が、地方レベルの政府との関係のあり方を見直そうとしている。自治体はどのよう

に国の圧力に対抗すべきか。中央地方の政府間関係をどのように発展させるべきか。

中央政府は経済的コントロールを強めて再集権化を推し進める狙いで自治体を削減し

ていないか。それとも逆に、中央政府は分権化政策を継続しているのか。限られたリ

ソースで住民のニーズに応え、ミレニアム開発目標を達成するにはどのような戦略が

有効か、といった課題が事前に提示されていた。 

   会議ではＵＣＬＧが作成した地方財政の国際報告書（第２次ＧＯＬＤレポート）

“Local Government Finance: The Challenges of the 21st Century”を踏まえて、パネリス

筆者が参加した分科会１－２の様子 
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トから各国の財政の現状が報告された。同報告書では地方財政の自治を高める条件と

して、税を中心とする自主財源の充実、中央政府などの他の政府レベルからの財源移

転における配分基準等の明確化、資本市場へのアクセスの向上などの条件が示されて

いる。 

   各パネリストからの報告では、リーマン・ショック以来、地方財政状況は急速に悪

化し、中央政府への財源の依存度は高まっており、そのコントロールが強まる懸念が

あるという現状分析が多く聴かれた。そうした中で使途の自由度を求める政府間交渉

など、財政の自治を確保する取り組みが紹介された。 

   各国の地方財政の諸条件は多様であるが、いずれにおいても財政の分権を追求して

いくことが重要であるという、アメリカの大学研究者のコメントが印象に残った。 

 

  分科会１－４：社会的排除との戦い 

―

 都市と都市連帯への権利 

  （Fighting social exclusion: the right to the city and to solidarity-based metropolis） 

   都市は進歩と革新の宝庫ではあるが、都市部では貧困層と富裕層が社会的・空間的

に分断されており、また格差と不平等と貧困の集中も起きている。世界の都市化への

傾向は貧困と社会的排除を増す傾向でもある。収入の不平等、公共サービスの不在・

不足、（食糧、住居、健康、教育といった）生活資源の危機がその引き金となる。現

在の経済状況に由来する財政危機は、こういった問題に対処するための自治体の力を

奪おうとしている。このセッションでは、違いを乗り越えて都市連帯を構築するため

の都市への権利について議論した。 

 

  分科会１－５：都市の建設、市民性の建設（Building Cities and Citizenship） 

   このセッションでは、ラテンアメリカにおける市民の都市への権利（the right to the 

city）の実践例を扱った。参加型の都市再開発がこれを可能にしたものとして、特に

近年の先進事例であるブラジル都市法（the City Statute of Brazil）に焦点が当てられた。

キーメッセージは、全市民の安全で健全で公正な（safe, sound and equitable）権利で

あり、自治体にはこれを保障するための都市政策が必須だということである。 

   会議では、Jean Pierre Elong MbassiアフリカＵＣＬＧ事務局長のコーディネートの

もと、途上国に共通して問題化している都市への人口流入と都市部で増大するスラム

化に対して、自治体が取るべき施策について経験交流と討論が行われた。Mario 

Realliブラジル・サンパウロ州ディアデマ市長やLuis Nhacaモザンビーク・マプト市都
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市計画評議会委員から、市、州、国の強力な連携の下で実施されたスラム地区の居住

環境の改善策などについて報告された。討論の最後に、Mbassi氏から「都市の建設は

成果はあるが、市民性（権利を含む）の建設はなお途上のようだ」という総括がなさ

れた。 

 

(４) 全体会議２：2030年の都市（The Cities of 2030） 

   11月19日に開催された全体会議２の目標は大要以下の通りであった。 

   ２番目の全体会議の焦点は地方レベルの指導者たる我々（＝ＵＣＬＧ）の役割であ

る。我々には将来の「都市」のために現実的かつ肯定的なビジョンを持つ役割がある。 

   ＵＣＬＧでは将来のシンボルとして2030年を設定した。20年後を想像するならば、

我々が希望する変化を現実のものとするべく遠大な方策を練ることもできよう。しか

し20年後というのは単なる理想主義的、非現実的な議論ができるほど離れた未来では

ない。 

   ここでいう「都市」とは、都市住民の多さや種類を意味するものではない。大都市

でも小さなまちでも「都市」である。重要なのは、多くの課題に直面したとき、そこ

に我々の自治体の新しい発展モデルのコアを見出すことができるかである。 

   この全体会議では、自治体の都市空間がサステイナブルなものとなるよう我々の都

市の未来を想像して、それへ向けた挑戦を促す狙いがある。都市化と都市計画の問題

や、都市中心部と周辺部の機能的連関性や、都市で生活し、働くための新たな方法や、

包摂型の都市ガバナンス、そして住みやすくスラムの無い都市の世界を見出したい。

これによって我々の将来は急激な変化を遂げるかもしれないし、その変化は緩やかな

ものかもしれない。しかしいずれにせよ、これらは包括的なコンセプトやビジョンに

基づかねばならない。 

 

   全体会議２では、現在の開発度の異なる国々にある大小様々な自治体の現在および

将来について議論が行われた。会議中、メキシコ市長は、もし今実行しなければ2030

年まで今と同じままの不平等が継続することになってしまうと警告した。その観点か

ら、彼は短期・中期的に１）知識産業の育成、２）教育と福祉のユニバーサル・サー

ビス化、３）自由と人権の拡大、４）自治体のサステイナビリティを保証する公共政

策の実施という４つの課題を掲げた。 

   メキシコ市長は、我々の国家が直面する貧困は永続的であるだけでなくむしろ深刻
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化しているが、自治体こそがこの状況を解決するのに決定的な役割を負っていると主

張した。さらにメキシコ・シティにはその住民を保護するための社会的取り組みがな

されており、また同時に気候変動抑制に向けた行動も行っていると強調する。市長は

これを「自治体が次世代のために二酸化炭素排出量を減らすことができるという世界

の秩序を証明するものだ」と語っている。そして最後に、各国政府は、これらの地域

問題と闘うために、よりグローバルな視点を持って自治体へさらに多くのリソースを

拠出するべきだと強調した。 

   これについて、イスタンブール市長は、巨大な人口が都市中央に集中してきている

ために都市はこれまでになく巨大なものとなっており、直面する課題もまたこれまで

になく大きなものとなっていて、必要な公共サービスが自治体の能力をはるかに超え

たものになりがちであると述べた。そしてこの問題を解決するためには市民を参加の

場に招き入れ、さらに地方政府がこれを受け入れて共に歩むべきだと主張した。イス

タンブール市長からは「我々が向かっている方向が分からないままでは2030年になど

たどり着けない」という認識が示された。 

   ＵＣＬＧの副会長でもあるキト市長は、不平等是正のための自治体開発の重要な要

素として技術の利用を強調し、「我々は技術の有用性をもっと認めねばならない。交

通、水道供給、気候変動など多くの問題はより知的でより革新的なシステムによって

解決可能である」と述べた。 

   ダカール市長は、都市地域の問題解決のためには、社会の発展、各地域の国内市場

の発展を通じて向き合わねばならないと宣言した。 

   討議の中で、バルセロナの文化評議員（Culture Councilor in Barcelona）である

Carles Martí氏は、都市はコミュニティの文化性に基づいた感覚を持つことが重要な

柱であるとして、「人は共通点がないグループには属すことはできない。文化は基幹

的な要素だ」と述べ、文化性を議論の柱の一つとすべきと主張した。 

 

(５) 分科会２「世界の都市の未来へのローカルな視点」 

   それぞれの分科会で設定されたテーマは以下の通りである。なお、ここでの議論を

とりまとめた文書“The City of 2030
 ― 

Our Manifesto”は大会最終日に発表された。

盛り込まれた内容については後述する。 
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  分科会２－１：都市で暮らす（Living in the City） 

   「都市で暮らす」とは、単に居住することだけでなく、人生のあらゆる経験をそこ

で営むという意味がある。民主主義をはぐくむ場であり、シチズンシップが意味を持

ち、アイデンティティが形成される場である。知識を生み出し、文化、芸術、娯楽、

スポーツ、買い物、公共空間を楽しむ場でもある。 

   このセッションでは、どうすれば都市自身の魅力を高め、またそれが世界の魅力の

一部となるように都市の「活力」（liveability）を開発することができるかを見てい

く。我々の都市はライフスタイルや文化の変化に対してどう向き合えば良いのか。ど

うすれば文化的創造性や多様性や対話を社会的・物理的に統合し、基盤を構築するこ

とができるだろうか。 

 

  分科会２－２：都市で働く（Working in the City） 

   このセッションの論点は、第一に、市民がどのような経済下、どのような状況下で

どんな種類の職業に従事する可能性が高いのかを見た上で、これから20年後の技術的

変化やライフスタイルの変化を考えるとともに、政府にそれらの職の質と量と開放性

をどの程度高めることができるかということである。第二に、地域の仕事を地域の

人々が担うことに重点を置くか、（国内・国外の）労働者の移動に重点を置くか、ま

た地域経済は近隣の町や都市間の産業クラスターの相乗効果にどの程度依存すべきか

ということである。 

 

  分科会２－３：都市を移動する（Moving in the City） 

   輸送と移動手段は2030年の都市像の基礎である。自宅と職場と娯楽施設間といった

ように市内を移動するだけでなく、市内外を移動し、近隣都市、郊外や農村、さらに

は世界を結び移動する。輸送や移動手段は都市の競争力や効率性だけでなく、人々の

楽しみや幸福には欠かせない。交通インフラづくりは都市の物理的開発でもある。都

市のスプロール化を抑制して郊外にショッピングモールを建設することもできる。 

   セッションではその鍵となる問いに対しいくつかの解答を見出したい。都市におけ

る自動車の将来像はどのようなものか。将来有力な都市交通は何か。公共交通機関を

重視すべきか。その際どのような種類の公共交通機関が必要なのか。公共交通機関は

貧困層のためにあるべきか、それともそうでない人も含むのか。物資を都市に運び込

む最善の流通システムは何か。都市交通経済についてはどうかなどである。 
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  分科会２－４：都市を形づくる（Shaping the City） 

   都市はその経済、利用目的、デザイン、相互の接続を物理的な形状、分布、外観に

反映している。多くの国には成功したにせよ失敗したにせよ、全市域的都市計画や大

規模な新提案（overall urban plan and major new proposal）の歴史と伝統の積み重ねが

ある。しかし都市はそれだけでできているわけはない。人々と、コミュニティの関係

や、参加や包摂や、そして「都市への権利」（the right to the city）と呼ばれるものが

根付いている。 

   このセッションでは、アーバン・ガバナンスに焦点を当てる。近隣圏や地理的・経

済的な圏域における政府の垂直・水平関係においても、都市と人々はそれぞれ相互に

影響を与え合っている。先駆的自治体では自治体、近隣住民、関連コミュニティにお

ける包摂と統合のための多様な参加形態を実験し構築している。 

 

  分科会２－５：都市に投資する（Investing in the City） 

   都市の未来は、未来への投資無しには成り立たない。民間セクターが活発な投資を

行う役割を担うと同時に、公的セクターと自治体政府はインフラ整備の投資と公共

サービスのための資本投資の役割を担っている。しかし発展途上国は特にそうだが、

そうでなくとも人口流入の大きな都市においては、そういった投資資金に対するアク

セスの問題が残されている。このセクションでは自治体がいかに投資家、資金提供者、

開発銀行やその媒介者と共に活動するかを考える。 

 

(６) 全体会議３：地方政府 

―

 ニュー・グローバル・ガバナンスの一員として 

   （Local and Regional Governments - Partners in the new Global Governance） 

   全体会議２の後、同じく11月19日に開催された全体会議３について、開催案内では

以下のように狙いを記載している。 

   現代社会はすばらしい可能性と技術革新をもたらしたが、一方で国境や文化を越え

たたくさんの課題や危機をももたらした。国民国家は市民を守る重要な役割をいまだ

もっているが、こういった問題に取り組む世界的解決策と組織づくりが求められてい

る。 

   同時に、ほとんどの国家は、これらの課題や危機を国家間連合によっても彼ら自身

には解決できないことに気づいている。地方レベルの政府にしかできないのである。

そして、地方レベルの政府は他者がした決定の単なる実行者ではない。地方レベルの
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意思決定が尊重されるべきである。 

   ３番目の全体会議では、複数レベルの政府をまたがる問題を取り扱う。基調講演で

は現在の世界的、大陸地域的傾向を紹介する。例えば国連やブレトンウッズ体制に関

するものである。Ｇ８からＧ20への移行、気候変動やその他の問題に関する新たな国

際的枠組、ＡＵ、ＥＵ、ＡＳＥＡＮ、メルコスールといった地域レベルの構造も含ま

れる。また、このセッションはこういった国際的な構造がガバナンスの一員としての

地方政府に求めている役割を明らかにするものである。 

 

   全体会議３にはシュトゥットガルトのWolfgang Schuster市長、Gerald Tremblayモン

トリオール市長と、その他にAlejandro Encinasメキシコ・シティ前市長、国連資本開

発基金（ＵＮＣＤＦ）のDavid Morrison事務局長、米国国務省Global Intergovernmental 

AffairsのReta Jo Lewis特別代表、シーメンスワン社のPedro Mirandaディレクターが参

加した。司会は都市計画専門家（urbanist）でスペインのCatalonia’s Open Universityの

City and Urbanism StudiesディレクターのJordi Broja氏が務めた。 

   会議では、地方レベルの政府は、多様なガバナンスの視座を共有せねばならないと

述べられた。迅速な意思決定と実施プロセスを実現するためには垂直的関係にはない

地域的な連合やアソシエーションが相互に結びつくネットワークシステムが必要であ

り、また、事務と資源の分配が縦割り状態にある問題を解決するため、国際的な組織

の中で地方レベルの政府がより積極的な存在感を発揮する必要があると述べられた。 

 

(７) 分科会３「意思決定における協力関係を成熟させるために」 

   （Towards a mature partnership in decision-making） 

   全体会議３の下に位置づけられた分科会は「意思決定における協力関係を成熟させ

るために」という副題で以下のようなテーマについて設けられた。 

 

  分科会３－１：国際開発におけるパートナー 

  （Partners in international development） 

   新たなアクターや協力者の登場によって、国際開発は近年進歩を遂げた。欧州連合

とアフリカ・カリブ海・太平洋諸国（ＡＣＰ諸国）は地域開発に関して地方政府が協

力体制に参加することを正式に合意しており、理論上、地方政府が国家開発プログラ

ムに参加することができるようになった。ＵＣＬＧの援助効果向上ポリシーステート
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メント（詳細は2009年２月発刊のUCLG Position Paper on Aid Effectiveness and Local 

Government）がキーポイントになる。 

   また、援助効果（aid effectiveness） ― 開発効果（development effectiveness）と読

み替えられようとしている ― に関する国際的な議論の中ではこういった地方政府の

役割についてはある程度認識されている。これまでのパリ宣言までは地方政府の役割

について何ら触れていなかったのだが、2008年のアクラ行動アジェンダ（Accra 

Action Agenda）は、地方政府の項目を追加することとなった。2011年には援助効果

に関するハイレベル協議がソウルで行われようとしている。 

   地方レベルの政府はミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）に向けても重責を負っている。

貧困国も富裕国も、開発問題に関するキャンペーンや教育を行わねばならない。また、

ＵＣＬＧは国際機関に対して差別撤廃やＭＤＧｓに関する意識向上キャンペーンを求

めてきた。このセッションでは、自治体がパートナーとして取り組むべきこのような

キャンペーンをいかに効果的に支えるかを議論する。 

 

  分科会３－２：地球規模の問題解決に向けたパートナー 

  （Partners in global solutions） 

   地方自治体は世界が直面する巨大な問題の解決に向けた取り組みに参加せねばなら

ない。このセッションは例えば自治体外交、異文化交流、気候変動、エネルギー、水

資源、食糧などのような領域に関する自治体のいくつかの取り組み事例を紹介するも

のである。 

 

  分科会３－３：地域統合におけるパートナー（Partners in the integration） 

   多くの地域では経済的、政治的統合の取り組みが進められているところである。こ

のセッションでは、他地域ではどのような取り組みがなされているのかを学び、自治

体の役割を発展させることで、このような取り組みを刺激する戦略について議論する。 

 

  分科会３－４：ローカル・ガバナンスにおける女性の権利 

  （Women's rights in local Governance） 

   男女平等は正義、民主主義、社会的包摂のいずれの観点からも欠かせない。多くの

国々の自治体や政党ではあらゆる領域で男女比のバランスをとろうと試みているが、

まだ格差がある。国際、国家、そして地方レベルの公共政策ではさらなるジェンダー
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への取り組みが必要である。このセッションでは、いかに女性の地位を全てのレベル

のガバナンスの一員として対等なレベルまで高めるかについて議論する。 

 

  分科会３－５：グローバルな自治体が世界を創造する 

  （A world shaped by global cities） 

   自治体は進化と発展を続けねばならない。そのためには自治体が関係する全ての事

柄が革新されねばならない。このセッションは大都市で日々起こる様々なイノベー

ションを自治体がどのように取り込むかというテーマに沿って進められる。住民自ら

がこれを持ち込むこともあるし、巨大企業が自治体の業務をサポートする提案として

持ち込むこともある。イノベーションは自治体自体が生み出すこともあれば、自治体

の連合や国、地域、世界レベルから持ち込まれることもある。 

 

 

 4. 閉会式 

 

(１) 閉会式の様子 

   閉会式にはメキシコ人の小説家Carlos Fuentes氏、Antonio Villaraigosaロサンゼルス

市長、Marcelo Ebrard Casaubonメキシコ市長がゲストとして登壇した。 

   式の中で、ＵＣＬＧ新会長としてイスタンブール市長のKadir Topbas氏が紹介され

た。同市長は建築家であり、国民救済党での長年にわたるキャリアを持つ。2004年か

らイスタンブール市長を務め、2009年からトルコ自治体連合の代表となった。 

   新執行部の挨拶からスタートした閉会式では、これに続いてメキシコ市長がThe 

City of 2030への賛同とカンクンの気候変

動サミットに向けた協調を求め、そして都

市開発におけるジェンダー問題への取り組

みについても触れた。 

   その後、会長は今回のＵＣＬＧ世界大会

の成果である２つの文書（次節で紹介す

る）を発表した。 

   来賓であるロサンゼルス市長は、米国の

市長はＵＣＬＧに参加することが地球規模 メキシコ市からラバト市へ 
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の気候変動をもたらしている二酸化炭素排出量の削減に貢献することにつながると述

べた。その後、同じく来賓であるメキシコの作家Carlos Fuentes氏がメキシコ革命100

周年を記念してその歴史を振り返った上で、今日武装反乱ではない政治的市民革命が

不可欠であると述べた。 

   次回2013年の世界大会はモロッコのラバト市で開催されることとなった。Fathallah 

Oualalouラバト市長は、閉会式における挨拶で、貧困との闘いとアフリカの民主主義

を促進する連帯に感謝の意を表明した。 

 

(２) 新執行部 

   20日の総会における新執行部選出選挙で、初代会長であったBertrand Delanoëパリ

市長は退き、イスタンブール市長（トルコ）のKadir Topbas氏を新しい会長に、副代

表にはリスボン市（ポルトガル）のAntonio Costa氏、サン・ホセ市（コスタリカ）の

Johnny Araya氏、広州市（中国）の万良氏（Wan Qingliang）、ハラレ市（ジンバブ

エ）のMuchadeyi Masunda氏、カザン市（ロシア）のIlsur Metsin氏の各市長を選出し

た。なお、財務担当にはブラフトン市（アメリカ・インディアナ州）のTed Ellis氏が

就くこととなった。これにより、ＵＣＬＧ執行部は会長１名、副会長６名、財務担当

（収入役）１名の体制となった。 

   なお、Kadir Topbas氏は副会長からの昇任であり、中国広州市は2004年の張広寧氏

（市委書記）から引き続いての選出となった。財務担当者は第１回以来となるアメリ

カ合衆国選出の市長が担当している。 

 

 

 5. 宣言・勧告 

 

 今回の会議の成果として「2030年の都市（The City of 2030）」、「メキシコ・シティ勧

告（Recommendation of the World Summit of Local and Regional Leaders）」という２つの文

書が出された。以下にその概要について紹介する。文書は別添資料として掲載している。 

 

(１) 2030年の都市（The City of 2030） 

   全体会２のテーマであるThe City of 2030
 ― 

Our Manifestoは、20日の総会で正式に

メキシコ宣言として承認された。宣言に盛り込まれたのは以下の13項目である。個々
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の項目に関する文書は別添資料１を参照されたい。 

 

  ● 民主的で自律する自治体（A democratic, self-governing city） 

  ● 参加に基づく共生自治体（An inclusive city of participation） 

  ● 自らの将来像を描き出す自治体（A city with a vision for its future） 

  ● 住みよい自治体（A liveable city） 

  ● 創造的な自治体、文化自治体（A creative city, a city of culture） 

  ● 安全な自治体、平和自治体（A secure city, a city of peace） 

  ● 移動しやすい自治体（A mobile city） 

  ● 働きやすい自治体（A city fit for work） 

  ● 自らの公共サービスに誇りを持つ自治体（A city with pride in its public services） 

  ● スラムのない自治体（A city without slums） 

  ● 清潔で自然豊かでコンパクトな自治体（A cleaner, greener, more compact city） 

  ● 2030年の自治体 ― ガバナンスの責任を共有する主体 

   （The city of 2030 - a shared responsibility of governance） 

  ● ＵＣＬＧと共にあること（With UCLG, full partners in global governance） 

 

(２) メキシコ・シティ勧告 

   （Recommendation of the World Summit of Local and Regional Leaders） 

   同じく20日には、会議での議論を踏まえた13項目からなる勧告事項を発表している。

具体の文書については別添資料２を参照していただきたいが、各項目にはメッセージ

（Our message）としてＵＣＬＧの活動方針が付記されている。勧告の項目とメッ

セージは以下の通りである。 

  1. 経済財政危機の影響 

    我々は各国の政府に対し、地方レベルの政府のみに予算と税源の削減を偏らせる

ことなく、経済財政危機からの回復を速やかに果たすよう要請する。あらゆる削減

は、人口動態とその他のコストプレッシャーを根拠として、公共サービスの現場を

守ることができるよう計画的に行われるべきである。今後も厳しい見通しにある将

来への必要な投資を行う必要がある。 

  2. 再集権化に反対 

    我々は政治的立場に関係なく、全ての政府に対して民主的な分権化と地方自治の
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ための全面的、強力かつ効果的な法制定および政策実施を呼びかける。また、その

法制度および政策によって地域開発の効果的な実施に必要な権限を付与し、堅牢な

経済財政的構造を構築して地方政府がその使命を果たせるように求める。 

  3. 気候変動問題に向けた会合 

    我々は各国政府および国際社会に呼びかける。 

    ● 気候変動による深刻なダメージを防ぎ、影響を軽減するために大胆な拘束力の

ある措置をとること 

    ● 共通の使命を持つパートナーとして世界の都市および地方政府ならびにＵＣＬ

Ｇと共に歩むこと 

    ● 生物多様性の保護とその価値理解の促進のために活動すること 

    我々はメキシコ・シティにおいて多数の都市及び我々のメンバーである公的コ

ミュニティが調印する気候協定（Climate Pact）を支持する。 

    我々はＵＣＬＧのメンバーに対し、リスクマネジメントおよびリスク防止のため

の都市回復力キャンペーン（Resilient Cities Campaign）への参加を推奨する。 

  4. 自治体とコミュニティに対し、課題対処の権限を付与する 

    我々は国際社会に対して我々の未来のために都市問題の重要性の認識と、課題に

向けた協働を促す。 

    国連とその関連機関、各国政府および資金提供者（donor）に対し、計画的投資

と能力向上プログラムを通じて有益な都市開発を実施するために我々の都市や自治

体とのパートナーシップを構築するよう呼びかける。 

    我々はＵＣＬＧのメンバーに対し、都市開発の成功へ向けて互いのパートナー

シップとネットワークを構築するよう推奨する。 

  5. 健全なローカル・ガバナンス（Good local governance）と戦略的計画 

    我々は市町村や地域の開発における包摂（inclusion）、市民参加、透明性確保政

策に基づく健全なローカル・ガバナンスの重要性を強調する。 

    我々は都市人権世界憲章アジェンダ（World Charter-Agenda for Human Rights in 

the City）の批准を促進する。 

    我々は全ての地方レベルの政府に対し、効果的戦略的計画プロセス（effective 

strategic planning process）構築の重要性を喚起する。 

    我々は各国政府と国際コミュニティに対し、ローカル・ガバナンスと戦略的計画

強化のための訓練および能力向上構想に共に取り組むよう促す。 
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  6. 自治体および自治体間ネットワーク 

    我々は、都市地域共通の普遍的課題または公共的課題に取り組むためには効果的

な多層的ガバナンス（Multi-Level Governance）が必要であることを強調する。特に

地方レベルの政府（都市・農村にかかわらず）は緊密に連携せねばならない。 

    地域連携のためには現行システムは適合的ではない。我々は各国政府に対し、地

方レベルの政府とその関連団体と協議の上での法制度の改善を求める。 

  7. 文化的多様性 

    我々は文化は持続可能な発展のための柱の一つであることを再確認する。 

    我々は各国政府、国連、開発機構、国際社会に対し、開発政策において多文化共

生に向けた観測可能な目標と対象を明示するよう呼びかける。 

  8. 地方レベルの政府とＵＣＬＧの新たな国際的地位 

    世界の自治体、地方レベルの政府を代表して、共通のグローバル目標と課題に向

かうパートナーとしての我々の義務を確認する。 

    我々は国連と国際社会に、公的地位および実質的な協力の両面において、我々が

共に直面しているグローバルな課題解決における世界の自治体と地方レベルの政府

の貢献が拡大していることを確認すること、ならびにこれに取り組む隣人として活

動するよう呼びかける。 

    この目的のために、我々は国連と国際組織に対してＵＣＬＧを世界の自治体およ

び地方レベルの政府を公的に代表する組織として認知するよう呼びかける。そして

また、ＵＣＬＧが実施する発展と重要政策実施のパートナーとして協力するよう呼

びかける。 

  9. 国際開発のパートナー 

    我々は、国際社会と各国政府および資金提供者に対し、発展に向けて地方政府と

の協力関係を強化することを求める。そのことにより、柔軟でコストパフォーマン

スに優れた相互学習が可能となる。 

    我々は、資金提供者が地方分権を支持する地域では、地方自治体と国家機関が

パートナーとして位置づけられ、資金が対等に割り当てられると考える。我々はこ

れらの支持が拡大され、地方政府が国家と同列に位置づけられ、それぞれの資金提

供者、中央・地方政府がより良い協力と調和をもたらすよう強力に推奨する。 

  10. ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）のパートナーとして 

    我々は地方レベルの政府に対して次のことを呼びかける。 
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    ● ＭＤＧｓ、とりわけ地域コミュニティの貧困に向けた重要な役割を果たすこと 

    ● ＭＤＧｓのために、あらゆる領域において社会的パートナーとステークホル

ダーを利用すること 

    我々は政府に対して次のことを呼びかける。 

    ● ＭＤＧｓ実行のため、必要なリソースの配分を含む政治的責任を強化すること 

    ● この目的のためにあらゆる領域における人的資源開発を含む地方レベルの政府

との協力体制を構築すること 

  11. 地球規模の問題解決のパートナーとして 

    我々は自治体外交を通じ、深刻な分裂を超えて人々を結びつけようとする平和と

紛争解決に向けた地域間の取り組みへの支援を再確認し、各国政府と国際社会に対

してこれらの創造的取り組みへのサポートを呼びかける。 

    我々は各国政府に対して、紛争中および和平プロセスにおける地方選挙への参政

権と選挙による負託が尊重され、地域民主主義が守られ、これが強化されるよう呼

びかける。これには地域政治家の移動と国際会議および国際協力プロジェクトへの

出席の自由を含む。 

    我々は新たな国際会議を通じ、核兵器のない世界に向けた平和首長キャンペーン

（the Mayors for Peace Campaign）への支援を急ぐ。 

  12. 地域統合のパートナーとして 

    いかなる世界の地域的協力と統合の組織も、その能力と地方レベルの政府の決定

に関与することの意味を考慮せねばならない。 

  13. 女性の権利 

―

 ガバナンスの不可欠な要素 

    我々は、地方民主主義および参加プロセス、都市計画、サービス提供等の我々が

責任を持つあらゆる関連分野において男女平等に向けて取り組むことを確認する。 

    我々は国際社会、とりわけＵＮ－Ｗｏｍｅｎ（ジェンダー平等と女性のエンパ

ワーメントのための国連機関）に我々のゴールである平等に向けて共に活動するよ

う求める。 

 

 

 おわりに 

 

 リーマン・ショックに端を発した世界的経済危機は財政圧縮として作用した結果、自治
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体は財政危機に見舞われることになった。これ

は日本における現状分析ではなく世界的な状況

に関して今回のＵＣＬＧ世界大会で示された認

識である。さらに今回の大会では、このことが、

国の自治体に対するコントロールの強化、合

併・行革圧力として、国への集権化を再びもた

らそうとしているとのレポートが寄せられた。

日本においては地方分権改革（または「地域

（主権）改革」）が引き続き進められているが、

政権の混乱も加わってその歩みは緩慢なもので

ある。また、合併についても財政危機に起因するものとして他国でも共通に語られている

点など、今回の会議における議論は日本の自治体を取り巻く状況をグローバルに読み解く

視点として傾聴に値するものが多くあった。 

 また、前回第２回済州総会時点で発表された第３回大会開催地はチリのサンチアゴで

あったものが、2010年に入ってからメキシコ・シティへ開催地が変更となった。メキシコ

にとって2010年は、スペインからの独立後200年、メキシコ革命後100年という大きな節目

の年にあたる。会議日程最終日の11月20日は革命記念日で国の祝日（この日は土曜日だっ

たため振替休日は前倒しされた）であり、100周年の今回は中心街では大規模なパレード

が行われていた。結果的に今回の大会は国中がお祭りムードの中で華やかな国際会議と

なった。 

 こうした記念すべき年にメキシコ・シティでＵＣＬＧ総会を行うことの狙いはもう一つ

あった。会議の紹介の中で触れたように、今回の会議の直後に11月30日から同じメキシコ

国内カンクン市で行われるＣＯＰ16に向けて自治体の結束を示そうとするものである。こ

れは今回の会議を通じた大きなテーマとなっており、ＵＣＬＧでは21日に気候変動防止に

向けた世界首長サミット（Mayors’ Climate Change World Summit）が開催され、気候協定

（Climate Pact）が採択された。気候変動をはじめ、地球規模の問題においても、災害等

具体の現場として先行して直面するのは国よりもむしろ自治体である。自治体はその意味

で地球規模の問題の最前線を守る役目を負っている。グローバル・ガバナンスの主体とし

て、世界規模の問題への自治体の先進的な取り組みを英知として結集し、グローバルなア

リーナでの自治体の存在感をいかに示せるかが課題解決のための重要な鍵となる。まさに

今日、自治体が課題を現場から解決する能力が世界規模で問われているのである。 

革命100周年で国中お祭りムード 
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 ＵＣＬＧ設立以来、総会はパリ、済州、メキシコと大陸を移しながら開催され、次回は

モロッコのラバト市での開催となる。今回出された文書やＣＯＰ等への動きがどのような

実を結ぶことになるのか、引き続き注目したい。 

（ほりうち たくみ 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
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Local and Regional Leaders World Summit 
16-20 November 2010

The City of 2030 – Our Manifesto 
Adopted in Mexico City on 20 November 2010 

We have met here in Mexico City at a time when local and regional governments across the world face severe 
challenges and crises. Nonetheless we have a clear responsibility to look ahead and create the conditions 
for a better future for all.  

Our future is not only globally intertwined, but increasingly urban. In the next 20 years Africa and Asia will 
see by far the fastest growth in urban settlements. In Africa alone, the growth in population will equal the 
current entire population of the USA.  

It is the world’s medium and smaller towns and cities, far more than the largest cities, which will be 
responsible for receiving and looking after these millions of new urban dwellers.  Moreover, as the world’s 
urban population grows, the interdependence of town and countryside become even tighter. 

We know of course that the challenges facing city leaders differ from region to region, from country to 
country, and that those in low-income countries face stresses and problems on a vastly greater scale. But we 
share many common goals as well as problems, and are united in a common determination to make our 
urban world a better, more inclusive world. Here, therefore, is our Manifesto for the City of 2030. 

A democratic, self-governing city 

The city of 2030 cannot be successfully managed from “above” or “outside” – it requires a democratic city 
government and leadership, chosen by the people and accountable to them. A city, where women and men play an 
equal role in decision-making.  A city government which has the right powers, finances and human resources to 
enable it to develop high quality public  policies; and which works with other levels of government, as well as with 
neighbouring municipalities, to develop common approaches to successful development. 

An inclusive city of participation  

Representative democracy is essential, but has to be complemented by a vibrant participatory democracy.  Our city 
of 2030 is based on the participation of all its inhabitants, ensuring that all groups – poor as well as rich, women and 
men, young and old, migrant as well as multi-generation residents – are able to take an equal part. A city, which 
values and recognises the role that migrants play as a bridge between their host city and the city of origin. To make 
the urban mix work for the common good, city governments must, through active participation, design and implement 
powerful policies for social cohesion, based on its democratic values, on gender equality, human rights, and the 
people’s “right to the city”.   

A city with a vision for its future 

Our city of 2030 knows where it wants to go, knows what it wants to be.  It has a clear outward- looking strategic 
vision, based on an accurate diagnosis of its potential and its resources, and a plan of action to make it a reality. The 
vision and the plan are developed and implemented in partnership with the citizens, as well as the public and private 
partners.  The vision and plan must, of course, be realistically aligned with the city’s foreseen resources, public and 
private; to play its leading role, the city government in particular must have adequate, diversified, well-managed 
finances. 
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A liveable city 

A successful city is a blend of the positively planned and the creatively organic.  Planned - to enable infrastructure, 
facilities, services and investments to take place in the right place, at the right time, with coherence and aesthetic in 
urban design and fabric, and resilience to natural hazards.  Organic - to enable the city to develop and enhance its 
own life, culture, economic and social diversity without overweening  regulation, and favouring mixed uses wherever 
this can be done without harm.  In sum, to promote an inclusive and dynamic city, from neighbourhood to 
metropolitan scale.   

A creative city, a city of culture 

The city of 2030 constantly inspires and nurtures creativity and innovation, while cultivating knowledge, heritage and 
memory. The city will also strive for excellence and creativity in its cultural programmes, giving full recognition to the 
role of its artists. It places a high value on education, at all levels and for all ages, endowing its children and adults 
with the skills, knowledge, and qualities they require. It fosters and promotes culture, the essential “fourth pillar” of the 
sustainable city.  For culture is at once an expression of the human spirit, a means of bringing people together across 
divides, and a powerful factor in the city’s economic and social life and development. 

A secure city, a city of peace 

The city of 2030 places a high premium on security, knowing that crime and fear of crime are destructive of citizens´ 
confidence and aspirations. A city where women can live without fear of any kind of violence.  It will, moreover, 
actively support initiatives for dialogue, reconciliation and peace among communities and nations. 

A mobile city 

The city of 2030 is one in which people are able to circulate freely and efficiently, for work, education, shopping, and 
leisure; where goods can be delivered and moved at the right times and in the right modes.  The city will give priority 
to non-polluting, affordable and safe forms of transport, enabling women and men, rich and poor, to have equal 
access to the city, and favouring changes between modes of transport. To these ends, it will in particular support an 
integrated and accessible public transport system, well connected to all key points within the city and the region. 

A city fit for work 

The city of 2030 will gear its economic development to the needs and technologies of the future, favouring a climate 
of enterprise for businesses of all sizes, and offering decent jobs. The city will not, in general, have a stand-alone 
economy, but will form part of a network of cities favouring a cluster of connected activities and research.  Therefore, 
its economic development strategy will need to fit into a broader urban-regional strategy, with urban land use, 
transport and service planning adapted to this strategy.  The successful city will understand that issues of “liveability” 
and mobility, together with a supportive network of local relationships, are closely linked to economic 
competitiveness. The city will encourage social and cooperative enterprises; local public enterprises may also play a 
valuable role. 

A city with pride in its public services 

The city of 2030 recognizes that public services and public goods play an essential role in promoting the wellbeing of 
all its citizens, reducing inequality and fostering social cohesion. High quality, accessible, affordable public services 
strengthen the city’s economic as well as social life, and help to create a common sense of belonging.  The city’s staff 
and administration – at all levels – will have a strong public service ethos, and a commitment to quality, effective 
management, transparency and accountability. 

A city without slums 

The city of 2030 is a city in which the poor are not exported to slums on the urban periphery or  unsafe land, nor 
isolated in inner city ghettos, but where their needs (present and anticipated) are integrated into the city’s planning 
systems for land use, infrastructure development and public services.  A city where land tenure rights and protections 
are defined and enforced, the right to decent housing is recognised, and where slum prevention and upgrading are 
given priority, wherever slums exist.  A city, therefore, which values its strong social fabric, and where the voice of the 
powerless is listened to. 
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A cleaner, greener, more compact city  

The city of 2030 will strive to reduce its urban environmental footprint. It will aim to become more compact - we 
cannot afford to use more and more of the earth’s surface for low-density, resource-intensive settlements, in which 
mobility depends almost wholly on the car. The city will give priority to energy efficiency, to renewable energies and 
non-polluting technologies.  The city’s government and people will understand, more clearly than ever, the need to 
minimise and mitigate climate change, and protect themselves from its adverse impacts.  

The city of 2030 – a shared responsibility of governance 

The future of the city is, by definition, the responsibility principally of the city government.  But cities do not stand 
alone.  They are strengthened through cooperation with neighbouring municipalities. They form part of metropolitan 
or wider regions or provinces, and the regional government – through its policies, financial contributions and the 
quality of its partnership - is also an essential partner in the city’s development.  The success of the city of 2030 
depends substantially on this co-operation between city and region.  

With UCLG, full partners in global governance 

The cities, towns and regions of 2030 will have, must have, a strong presence and role in the new global governance.  
This is already the task of our world organisation, United Cities and Local Governments. But the task becomes more 
and more vital as our planet continues to urbanize, and as our futures intertwine ever more intricately.  UCLG, our 
representative and advocate at world level, must – both in formal status and in daily practice – be involved as full 
partner by the UN and wider international community, in all issues concerning the future of our cities and human 
settlements.  

�
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16-20 November 2010
�

Recommendations�of�the��
World�Summit�of�Local�and�Regional�Leaders�

Adopted�in�Mexico�City�20�November�2010�

�
We, the mayors and representatives of the world’s cities and local and regional governments, coming together in 
Mexico City from every continent, have discussed the crises, challenges, opportunities and key issues facing us 
and our communities. 

We would like firstly to reaffirm our commitment to a global recognition of local and regional self-government in 
national and international legislation. We recall furthermore the importance that we attach to our freedom in 
organise and managing the public services for which we are responsible. 

At the conclusion of our debates we have reached agreement on the following main recommendations.  

Global Crises – Local Solutions 

1. The impact of the economic and fiscal crises

The economic crisis, which has led in many countries to a fiscal crisis, continues to have a severe 
impact. Many local and regional governments face a “perfect storm”, caught between increased needs 
of citizens, growing demographic pressures, and much reduced financial resources.  Since local 
governments’ financial flexibility is usually far less than that of national governments, the problems faced 
are severe. 

We recognize that local governments cannot always avoid significant budget reductions, and that we 
have to consider innovative ways of organising public services, aiming to reduce overhead costs, and 
preserving, as far as possible, the level and quality of services provided to our citizens and communities.  
However, successful change also depends on good planning and consultation, and often incurs up-front 
costs of transition.  

Moreover, good quality investments for local economic development provide employment and help meet 
other economic, environmental and social objectives.  

Our message:

We urge national governments to ensure that local and regional governments are not 
disproportionately impacted by budget and fiscal reductions, arising from the economic and 
fiscal crises. Any reductions should take account of demographic and other cost pressures, and 
should be phased to enable proper planning to protect front-line services. Necessary 
investments for the future need to be maintained even in difficult periods. 

2. Saying No to recentralisation

The economic, fiscal and financial crises have also led in many cases to other steps by central 
governments to take back more control over their local and regional governments.  This may be through 
financial strings attached to grants or transfers, through reorganisations carried out without adequate 
consultation, or through new laws limiting local discretion. Sometimes, political changes at national level 
have also led to the curtailment or reversal of ongoing decentralisation processes. 

Today, therefore, and in many countries, we see a risk of “recentralisation” by central governments, 
reversing a worldwide process, since the 1980s, of democratic decentralisation.  This is a dangerous 
tendency which we vigorously oppose. We reaffirm that strong local self-government is an essential 
element both for economic and social progress, and for democracy. 
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Our message:

We call on all governments, irrespective of political orientation, to complete, strengthen and 
maintain effective laws and policies for democratic decentralisation and local self-government, 
including the necessary powers to achieve effective local development, and a robust fiscal and 
financial framework enabling local governments to carry out their tasks. 

3. Meeting the climate change challenge

Despite the lack of progress in international negotiations on climate change and biodiversity, at local and 
regional level we remain committed to taking action to reduce such change, mitigate its impact, and to 
adapt to it where practicable.  Our towns and cities are also in the forefront when it comes to questions 
of energy; oil and gas are finite resources, and we have to be leaders in moving to cleaner and greener 
sources of energy.  

Thousands of cities, local and regional governments around the world have already signed up to taking 
strong action on climate change, biodiversity and use of energy. We affirm our commitment to take 
positive action in our own communities, to reduce carbon emissions, enhance energy efficiency, and 
increase use of renewable energies.  

With more frequent severe weather events arising from climate change, the issue of risk management 
and prevention becomes more and more important.  This is a shared responsibility between the 
international, national, regional and local levels. 

Our message:

We call on national governments and the international community  
� to take bolder binding steps to prevent severely damaging climate change, and to 

mitigate its impacts,  
� to work with the cities and local governments of the world, in particular through UCLG, 

as partners in this common mission  
� to work to promote the protection of biodiversity, and to enhance understanding of its 

value  

We support the Climate Pact which many cities will sign here in Mexico City, and other similar 
public commitments by our members.   

We encourage UCLG’s members to join the Resilient Cities Campaign for risk management and 
prevention.  

The city of 2030 – our local vision for a sustainable future 

4. Empowering our cities and communities to meet the challenges

The world’s population is growing, and in particular the proportion of the population living in urban areas 
– in particular, in medium and smaller towns – continues to rise.   

However, this rapid increase in urban population, which impacts in particular on low-income countries, 
puts huge pressure on local infrastructures.  Since in too many countries, the process of decentralisation 
– especially financial - is incomplete, cities and local governments often lack the necessary capacity to 
tackle the challenges they face. 

Most cities and towns are re-engineering themselves economically, responding to the impact of 
globalisation, and to rapid demographic and technological change.  These in turn lead to changes in the 
urban fabric, in ways of living, working and moving around the city. 

We have set out a shared vision of the kind of city we are looking to create, in “The City of 2030 – Our 
Manifesto”.   

But to create successful, sustainable cities and regions, we need resources for capital investment in 
infrastructure and essential services; legal and financial/fiscal powers commensurate with our tasks; and 
public administrations endowed with strong skills and capacities.   

－ 93 －

●－自治総研通巻387号 2011年１月号－●



�

�

Our message: 

We urge the international community to recognize the centrality of the urban challenge for our 
common future, and work with us to meet that challenge.  

We call on the UN and its agencies, national governments and donors, to promote and build 
partnerships with our cities, local governments and regions, to achieve positive urban 
development, through well-planned investment and capacity-building programmes. 

We recommend UCLG’s members to undertake peer to peer partnerships and networking to 
promote successful urban development. 

5. Good local governance and strategic planning

Local and regional governments across the world, with their democratic mandate, are responsible for 
shaping the future of our cities and towns.  This means creating an inspiring vision for the city’s future, 
backed up by an effective process of strategic planning for its physical, economic, social, environmental 
and cultural development. 

 At the heart of this is the relationship between the city government and its citizens – combining both 
representative and participatory democracy.  It involves building an inclusive city in which all sections 
are able to play a full role, and are seen to have an equal “right to the city”, supported by clear lines of 
accountability and a culture of transparency.  Special attention must be given to needs of migrant 
communities within the city’s policies for social cohesion, but also to the positive contribution that they 
can bring. 

Our message:   

We emphasize the importance of good local governance in the development of our towns, cities 
and regions, based on policies of inclusion, participation and transparency.   

We encourage cities to adopt and promote the World Charter-Agenda for Human Rights and the 
City. 

We also recall the importance for every local and regional government to develop effective 
strategic planning processes. 

We urge national governments and the international community to work with us to develop 
training and capacity-building initiatives to strengthen local governance and strategic planning. 

6. The city and its inter-linked network

The town or city does not stand in isolation, but is inextricably linked to its neighbours, its region and to 
its rural hinterland. Increasingly, cities and towns are operating not as single economic centres, but as 
functional economic and social clusters or networks.  And within the network, different towns and 
municipalities play different but complementary roles, depending, for example, on whether they are a 
core or peri-urban city, or a rural district. 

This means that city governments need to work closely with their neighbours in the network, through 
formal and informal structures of cooperation, and in particular with the region or province of which they 
form part.  

We also strongly underline the continuing importance of rural local governments, who also face major 
change, whose economy is closely linked to the urban economy, and whose needs must be fully taken 
into account.  

Our message:   

We emphasize the need for effective multi-level governance to ensure that issues and needs 
common to the whole urban-regional territory are addressed in a coherent way.  In particular, 
regional and local governments (urban, peri-urban, peripheral and rural) need to cooperate 
closely.   

We call on national governments, where the current system is inadequate, to adapt and improve 
the legal framework for cooperation, in full consultation with the local and regional governments 
and their associations.  
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Local and Regional Governments – Partners in the New Global Governance 

7. Cultural diversity 

The world is suffering from a severe “cultural crisis”. The diversity of cultural expression is often still 
seen as a problem and a source of conflict rather than as an extraordinary heritage created by human 
kind. The exciting cultural content coming from developing countries or minority communities does not 
reach the majority of the world. 

Culture is becoming one of the crucial elements of globalization. In fact, intercultural dialogue is one of 
the few unanimously shared priorities of global governance.  However progress towards new cultural 
governance is timid. Some intergovernmental organizations, e.g UNDP´s 2004 report on cultural 
liberties and the 2005 UNESCO convention on Cultural diversity recognise that the protection and 
promotion of cultural diversity  are as important as biodiversity but current global programmes lack 
ambition in this field. 

Cities are the engines of innovation in cultural policies and laboratories of diversity where new forms of 
creativity join old traditions to promote the sense of place and the distinctive character of each. Agenda 
21 for Culture, adopted by UCGL in 2004, is today used worldwide. 

Our message: 

We reaffirm our common vision that culture is the fourth pillar of sustainable development.  

We call on national governments, the United Nations, development agencies and the 
international community to explicitly integrate culture in development policies and programmes 
with clear measurable goals and targets.  

8. A new international status for local and regional governments and UCLG

Our world is - more than ever - inter-connected, inter-dependent and multi-polar. If our planet is to 
survive and prosper in this era of constant global change and transformation, we need to develop, in full 
respect of national and cultural identities, shared objectives for our common public good.   

To meet tomorrow’s challenges, the local level is just as involved as the national and international 
levels, and good local governance is as significant as good national and international governance.   

Because of these changes, we see new forms of global governance starting to emerge, based not only 
on inter-governmental institutions, but on new forms of multi-actor, multi-level networks, partnerships 
and organisations.  Yet too often, the UN and the international community give less recognition to the 
contribution of local and regional governments than to other sectors.    

Our message:

As leaders of the world’s cities, local and regional governments, we affirm our commitment to 
play a full role, as partners, to meet our common global goals and challenges.   

We call on the UN and the international community to recognize, both in formal status and in 
practical cooperation, the growing contribution of the world’s cities, local and regional 
governments to the global challenges we face together, and to work with us as close partners on 
all issues of common concern. 

To this end, we call on the UN and other key international organisations to recognize UCLG 
formally as the representative organisation on behalf of the world’s cities, local and regional 
governments, and to cooperate in partnership with UCLG in developing and implementing key 
policies and programmes. 

9. Partners in international development

Over the last 20 years or more, there has been a huge expansion in the number and scope of local 
authorities’ partnerships for development, through decentralised cooperation and municipal; 
international cooperation.  Through these partnerships, local and regional governments have contributed 
in important ways to combat poverty, promote local development, improve service delivery, strengthen 
administrative capacities, and much more.  In these ways, local governments have also contributed in 
practical ways to the achievement of the Millennium Development Goals. 
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This fertile and cost-effective form of international cooperation has been recognized and supported by 
some governments, and some international agencies, but the scale has often been very modest. Whilst 
donors provide substantial funding for decentralisation, too often this is stuck at central government 
level, with no involvement of the local level. 

 Local governments are also involved in the debates around aid and development effectiveness.  One 
important means of improving effectiveness is through the strengthening of national associations. 

Our message:

We invite the international community, national government and donors to enhance support for 
local government partnerships for development, which provide flexible and cost-effective means 
of mutual learning. 

We recommend that, where donors support national decentralisation processes, they ensure 
that the local and regional  authorities and their national associations are fully involved as 
partners, and that at least part of the financing be allocated to them.   

We strongly recommend that this support be scaled up, aligned to local as well as national 
government priorities, and that the respective contributions of donors, central  local and 
regional governments be far better coordinated and harmonized.  

10.  Partners for the MDG’s

At the centre of the fight against poverty is the creation of economic opportunities, empowering 
communities and individuals to access these opportunities.  Providing a safety net in the form of social 
assistance and the provision of basic services, continues to be critical in any country’s efforts to 
eradicate poverty. 
Collaborative effort between government and social partners across all spheres of government is vital in 
forging a common vision for enhancing human development. 

Our message 

We call on local and regional governments to: 
1. Play a greater role in the achievement of the MDGs, in particular through measures to 

fight poverty in local communities; 
2. Use the focus on the MDGs to engage its social partners and stakeholders across all 

spheres of government; 

We call on governments to: 
1. Strengthen their political commitment to achieve the MDGs, including the necessary 

resource allocation; 
2. To this end, work together with their local and regional governments in a structured 

manner, including the development of the appropriate human resource capacities 
across all spheres.  

11. Partners in global solutions

Global problems and challenges cannot only be analysed and tackled globally – ultimately, as has been 
said many times, all issues are local.  Of course, issues of war and peace, of security or violence 
terrorism, of natural disaster and climate change require international and national level action. But in all 
these fields, local and regional governments can and must play a vital role in trying out innovative 
responses, in bringing people together across cultural divides, and in responding to urgent humanitarian 
crises and needs.   

City diplomacy provides an exciting and original means either to prevent foreseeable conflict, or to 
promote the post-conflict healing process.  For it is cities and their people who suffer most in war – and 
above all the continuing threats posed by nuclear weapons, and their proliferation, concerns us deeply.

Our message:

We reaffirm our support for creative local to local actions for peace and conflict resolution, via 
city diplomacy and other means of bringing people together across deep divides, and 
recommend national governments and the international community to give support to these 
forms of creative action. 
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We call on national governments to ensure that the rights and mandate of local elected officials 
are fully respected   during conflict situations and peace-building processes, and that, local 
democracy is protected and strengthened. This involves the full freedom of local and regional 
elected representatives to travel and to participate in international meetings and cooperation 
projects. 

We express our support for the call of the Mayors for Peace Campaign for a world free of nuclear 
weapons by 2020 through a new international Convention.   

12. Partners in regional integration

In step with the march of globalisation, we have also seen the development of new forms of world 
regional structures, seeking in particular closer economic – and sometimes political – cooperation and 
integration amongst the countries of the region. 

The European Union has so far gone furthest down the road of integration, and the African Union also 
plays an important continental role, whilst Asia, Latin America and North America also have regional 
cooperation frameworks which appear likely to become in future more important “actors” in global 
governance 

Since all of these organisations make important policy and financial decisions for their region, local and 
regional governments, in particular their regional and national associations, need to watch 
developments closely and consider what forms of involvement to seek – whether formal (as with the 
EU’s Committee of the Regions) or informal, as representative/advocate. 

Our message: 

We affirm that any organisation of world regional cooperation and integration must take properly 
into account the implications of its competences and decisions on the regions local and regional 
governments, and should involve them in all relevant matters. 

13. Women’s rights – an essential element of governance

We cannot build a better world without taking major steps to enhance the status and role of women in 
society, and to promote gender equality.  We welcome the creation of UN Women, and share its goals 
of eliminating discrimination, empowering women, and achieving equality between women and men as 
partners and beneficiaries of development, human rights, humanitarian action, peace and security.  This 
requires action at and by all levels of governance. 

Our message:  We affirm our commitment to achieve equality of women and men in all relevant 
fields of our responsibilities, including the local democratic and participative processes, 
urban/local planning, and service delivery.  

We request the international community, and in particular UN Women, to work in partnership 
with us to achieve our goals for equality.  

Conclusion – Our Global Future Together 

Tomorrow’s world will face the many challenges outlined above, but brings also enormous potential for 
prosperity and social equity based on more sustainable solutions to our ways of living, working, and 
moving on our small planet. 

The quality of governance of our cities, towns, regions and human settlements will be a crucial factor in 
determining the outcome.  This requires that local and regional governments have the right legal tasks, 
resources and capacity.  It also requires an effective system and process of multi-level governance, in 
which all levels, from global to local, work together to solve our common challenges, create solutions, 
and learn together. 

With our world organisation United Cities and Local Governments, and its many partners, we 
pledge ourselves to contribute fully, in that spirit of partnership, to achieve our common goals. 
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