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「水素」と「オープンイノベーション」で本市と都市地域間協力を行うドイツのエッセン市、フ

ランスのグルノーブル・アルプス都市圏、愛知県豊田市から派遣団が本市を訪問します。 
 

１ 月 日  10 月 13 日(木) -14 日(金) 

２ 訪問者  IURC 訪日ミッション等 13 名 

３ 行 程 

月日 時間 行程・内容 場所 

10/11(火) 

-12(水) 

終日 愛知県豊田市での視察プログラム 愛知県豊田市各所 

10/13(木) 11:00-

12:20(80 分) 

福島水素エネルギー研究フィールド 

(FH2R)(浪江町)訪問 

浪江町棚塩産業団地内 

15:30-

16:00(30 分) 

郡山市長訪問 市役所庁議室 (本庁舎 2 階) 

16:15-

17:15(60 分) 

IURC ビジネスセミナー 市役所特別会議室 (本庁舎 2

階) 

17:30-

19:00(90 分) 

歓迎レセプション＆交流会 郡山モノリス 

(桑野 1-11-17) 

TEL: 927-5517 

10/14(金) 9:00-

10:30(90 分) 

産総研 福島再生可能エネルギー研究

所 (FREA) 訪問 ※冒頭のみ公開とさ

せていただきます。 

産総研 福島再生可能エネル

ギー研究所 (FREA) 

(待池台 2-2-9) 

TEL: 963-1805 

11:00-

12:00(60 分) 

フロンティア・ラボ株式会社訪問 フロンティア・ラボ株式会社 

(菜根 4-16-20) 

TEL: 935-5100 

13:20-

14:30(70 分) 

第 11 回ふくしま再生可能エネルギ

ー産業フェア (REIFふくしま2022)

訪問 ※14:00 から郡山市ブースで名刺

交換会を開催します。 

ビッグパレットふくしま 

郡山市ブース (南 2-52) 

15:10-

16:10(60 分) 

神田産業株式会社 (須賀川市) 訪問 神田産業株式会社 横山第 3

工場 (須賀川市横山町 22-1) 

TEL:0248-94-2738 

 

 

令和 4 年 10 月 7 日 

郡山市産業観光部 

産業創出課 

課長心得 横堀 孝尚 

TEL: 924-2271 

欧州連合(EU)の国際都市地域間協力(IURC)プログラム 

エッセン市、グルノーブル・ 
アルプス都市圏と豊田市派遣団 
が郡山市を訪問します 

SDGs ターゲット 4. 7 「2030 年までに、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。」 

SDGs ターゲット 7. a 「2030 年までに、クリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化する。」 

SDGs ターゲット 17. 17 「効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。」 

ターゲット 17. 17 ターゲット 4. 7 ターゲット 7. a 



 

＜IURC 訪日ミッション一覧＞ 

№ 組織 職名 氏名 

1 グルノーブル・アルプ

ス都市圏 

ディレクター (都市圏の魅力、イノベ

ーションと整備開発) 

シリル イザベッロ氏 

Mr. Cyril ISABELLO 

2 プロジェクトマネージャー (デジタル

化・スマートシティ) 

ローラン デラット氏 

Mr. Laurent DESLATTES 

3 プロジェクトマネージャー (国際経済

連携) 

ガブリエル ヴォワザン 

フラダン氏 

Mr. Gabriel VOISIN-FRADIN 

4 エッセン市経済振興

公社 (EWG) 

プロジェクトディレクター / H2 エキ

スパート 

マリオ ギルマン氏 

Mr. Mario GILLMANN 

5 プロジェクトマネージャー 剛 タイゼン氏 

Mr. Go THEISEN 

6 ブリック有限合資会

社 (エッセン市内企

業) 

プロジェクトマネージャー ジャスタス バイク氏 

Mr. Justus BEIKE 

7 IURC Japan 事務局 

/ 地球環境戦略研究

機関(IGES) 

IURC Asia & Australasia チームリー

ダー / プログラムマネージャー 

パブロ ガンダーラ氏 

Mr. Pablo GANDARA 

8 IURC Japan ヘルプデスクマネジャー 中野 綾子氏 

9 豊田市 企画政策部未来都市推進課副課長 長島 奈緒氏 他 4 名 

 

 

 

＜郡山市とエッセン市の交流の経過＞ 

2014 年 11 月 福島県とエッセン市が所在するドイツ連邦共和国ノルトライ

ン-ヴェストファーレン（NRW）州が再生可能エネルギーと

医療機器関連産業分野における覚書締結 

2017 年 11 月 郡山市とエッセン市が欧州連合（EU）の国際都市間協力（IUC）

プロジェクトにパートナー都市として採択 

2017 年 12 月 郡山市とエッセン市が都市間協力に関する覚書締結 

2019 年 9 月 教育と次世代の人材育成を連携分野に加えた都市間協力の継続

に関する合意書を手交 

2021 年 9 月 郡山市とエッセン市が欧州連合（EU）の国際都市地域間協力

(IURC) プログラムにパートナー都市として採択 

2022 年 9 月 エッセン市訪問団が来郡し、欧州連合（EU）の国際都市地域間

協力 (IURC) プログラムの連携協定に署名 

 

 

 

 

 



 

        

＜欧州連合（EU）の国際都市・地域間協力（IURC）プログラム＞ 

 

 

 

1 プログラム概要 

欧州連合 (EU) の国際都市間協力 (IUC) プログラム※ (2016-2020) の第 2 段階に位置付けら

れ、持続可能な都市の発展とイノベーションの分野で、国際的な都市・地域間協力のプラットフォー

ム形成を目指すものです。 

※郡山市とエッセン市は 2017 年 11 月から 2019 年 7 月まで国際都市間協力（IUC）プログラ

ムに採択され、水管理、再生可能エネルギー、医療機器関連産業、教育や次世代の人材育成といっ

た分野で連携事業を実施しています。 

2 事業内容   

オンライン会議による連携テーマ、ステークホルダー等の特定、相互訪問によるベストプラクティ

スや知見の共有、EU 都市を中心としたグローバルなプラットフォームへの参画、連携のロードマッ

プや具体的なパイロットプロジェクトを盛り込んだアクションプランの策定等 

3 今後のスケジュール 

（1）オンラインによる 4 都市地域間協議を継続［2022 年 10 月-］ 

（2）訪日ミッションの来郡［2022 年 10 月］ 

   （エッセン市、グルノーブル・アルプス都市圏並びに豊田市からのミッション受入） 

（3）アクションプランの策定とパイロットプロジェクトの実施［2023 年］ 

 

 


