
 

Summary Record of 

The Third ASEAN-Japan Smart Cities Network High Level Meeting 

 

 

1. The Third ASEAN-Japan Smart Cities Network High Level Meeting was held online and in-

person at Aichi Prefecture, Japan on October 18-19, 2021. The meeting was co-chaired by Mr. 

ISHIDA Masaru, Vice-Minister for Land, Infrastructure and Hokkaido Development, Ministry of 

Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Government of Japan, and Mr. Haji 

Mohammad Nazri Bin Haji Mohammad Yusof, Permanent Secretary of the Ministry of Transport 

and Infocommunications, Government of Brunei Darussalam. 

 

2. The ASEAN Secretariat presented on the ASEAN Smart Cities Network (ASCN) and ASEAN 

Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS) as the key initiatives in advancing smart and 

sustainable urbanisation development in the region. In this regard, ASEAN and Japan resolved 

to continue enhancing their cooperation toward the realisation of smart cities in each ASEAN 

Member State and welcomed the development of an ASEAN Smart City Planning Guidebook 

which is planned to be formulated jointly by the end of this year. 

 

3. Japan reported the status of progress of “Smart JAMP,” the support measures proposed at 

the previous meeting, and agreed with each ASEAN Member State and the ASCN Cities to 

continue mutual cooperation in implementing these support measures. 

 

4. Japan raised three important points,“forming a diverse smart city that satisfies the needs and 

actual conditions of each city”,“forming a smart city that is based on diverse participants” 

and “forming a smart city that is open and highly-transparent”for the success of smart city 

development projects in each ASEAN Member State, and introduced some domestic cases that 

are promoting smart cities in accordance with these points. ASEAN Member States and Japan 

recognised the importance of these three points to promote smart city development. 

 

5. Japanese companies that belong to the Japanese Association for Smart Cities in ASEAN 

(JASCA) presented their technologies that can help to solve urban issues in ASEAN Member 

States at the business matching session. The business matching session between ASCN Cities 

and these Japanese companies would continue until 29 October 2021. A website to provide 

ASEAN governments and companies with a channel to contact JASCA members was 

introduced. The channel is expected to be established by February, 2022. Governments and 

companies of ASEAN Member States showed their interests in them. 

 

6. ASEAN and Japan affirmed to hold next ASEAN-Japan Smart Cities Network High level 

Meeting continuously as mutually agreed, and confirmed to continue co-operation in realizing 

smart cities in each ASEAN Member State. 
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第３回日 ASEANスマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合  

成果文書（日本語仮訳） 

 
Summary Record  

 

１．「第３回日 ASEANスマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合」は 2021年

10月 18日、19日に日本の愛知県及びオンラインにおいて開催された。同会議

は、日本政府国土交通省の石田国土交通審議官及びブルネイ政府運輸通信省のナ

ズリ次官が共同議長となった。 

 

２．ASEAN 事務局から、ASEAN におけるスマートかつ持続可能な都市開発を進めるた

めの重要な取組として、ASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）および ASEAN

における持続可能な都市化戦略（ASUS）について報告がなされた。これに関連して、

ASEAN と日本は、ASEAN 各国におけるスマートシティの実現に向けて、引き続き協

力を強化することを決議するとともに、「ASEANスマートシティ・プランニング・ガ

イドブック」を共同で年内に策定していくこととした。 

 

３．日本から前回会合で提案した支援策“SmartJAMP”の進捗状況について報告がな

され、ASEAN各国、ASEANスマートシティ・ネットワーク加盟都市及び日本は、今

後も同支援策の実施について相互に協力していくことを合意した。 

 

４．日本から、ASEAN 各国におけるスマートシティ開発プロジェクト成功のための重

要なポイントとして、「各都市のニーズや実情に応じた多様なスマートシティの形

成」「多様な参加者によるスマートシティの形成」「オープンかつ透明性の高いスマ

ートシティの形成」の３点が提起されるとともに、これらの観点から実際にスマー

トシティを推進している日本国内の事例紹介がなされた。ASEAN 各国及び日本は、

スマートシティを推進していく上での、これら３点の重要性について認識した。 

 

５．官民交流セッションにおいて、ASEAN 加盟国の都市問題の解決に役立つ技術の紹

介が「日 ASEANスマートシティ・ネットワーク官民協議会（JASCA）」に所属する日

本企業によって行われた。この ASEAN スマートシティ・ネットワーク加盟都市と

JASCA会員企業との官民交流セッションは、2021年 10月 29日まで実施される予定

となっている。また、2022年２月までに開設予定の ASEAN各国政府及び企業が JASCA

会員企業にコンタクトできるウェブサイトが紹介され、ASEAN 各国政府及び企業か

ら関心が示された。 

 

６． ASEANと日本は、相互に合意されたとおり、継続的に次回の日 ASEANスマートシ

ティ・ネットワーク ハイレベル会合を開催するとともに、ASEAN 各国におけるス

マートシティ実現のため協力し続けることを確認した。 


