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第４章 姉妹都市等交流の活用に向けた方向性

４ １  基本的な考え方

第３章の課題の整理を踏まえ、自治体間の課題、自治体内の課題それぞれに対応する、交

流目的の具体化に向けた方向性の柱として４．２．自治体間のニーズマッチングの充実と、

４．３．自治体内の交流推進体制の強化の 2つを設定した。 

それぞれの柱における、具体的な方向性と解決策は以下のとおりである。 

 

図表 ４-1 方向性に対する解決策の一覧 
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交流開始時のマッチング

機会の創出 

（p.56～57） 
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交流開始後の段階的な 

マッチングの実施 
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第三者を利用したマッチング精
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交流会議等への参加 

継続的な情報交換による交流

ニーズの明確化 
  

交流事業の定期的な見直し・ 

改善 

解決策
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交流開始前のニーズの

マッチングが不十分 

要因（２） 

交流開始後のニーズの

すり合わせが不十分 

要因（１） 
庁内の交流推進体制が 
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市民、事業者等の 
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推進体制の構築 
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方向性（２） 
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の強化 
  

参加者への支援充実 
  

交流の担い手との協力強化 
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４ ２  自治体間のニーズマッチングの充実

 （１） 交流開始前のマッチング機会の創出

① 方向性

交流開始前から、どのような政策課題に活かしていきたいかという自治体としての交流の

目的を検討し、交流先の候補となる自治体との間で今後どのような交流をしていきたいか、

意見交換を進めておくことで、交流開始後に具体的な交流事業を立ち上げやすくなると考え

られる。また、交流の目的に沿っているかという点から、交流事業を評価し、見直し・改善

につなげやすくなることも期待される。 

② 解決策

 第三者を利用したマッチング精度の向上

自治体としての交流の目的を検討し、外部へ発信することで、適切な交流先についての情

報が入手でき、交流ニーズがマッチする自治体を見つけることができると考えられる。 

しかし、個々の自治体が独力で交流先を探すには相当な時間と労力を要する。そこで、外

部機関の協力を得ることにより、自治体の選定が容易になると考えられる。 

さらに、第三者的見地から自らの自治体についての客観的な助言をもらうことで、自身で

は気づき得なかった自治体の特徴に気づき、それをきっかけに交流を検討していく方法も考

えられる。 

 

財団法人自治体国際化協会「交流を希望する自治体の発信や情報収集の支援」 

財団法人自治体国際化協会（以下「CLAIR」）では、新たな姉妹都市提携を希望している

日本の自治体や、日本の自治体との交流を希望している海外の自治体について、自治体の概

要や希望している交流内容等を WEB 上や、機関紙「自治体国際化フォーラム」に掲載し、

紹介することにより、姉妹都市提携の仲介をしている。 

また、CLAIR の国内外からの姉妹（友好）提携希望の申し出に対するあっ旋、支援及び適

切な姉妹交流のあり方に関する相談を受け付けている。 

CLAIR の有する国内外の自治体と独自のネットワークや相談サービスを利用することによ

り、交流ニーズにマッチした交流先の選定が期待できる。 

 

＜八王子市の例＞ 

庁内の関連所管の課長等で構成する「海外友好都市調査委員会」を設置し、「市民が主体

となる交流事業の推進」という交流目的を定め、庁内の交流ニーズの集約を図った結果、コ

スト面や立地等の条件を絞って交流都市を選定することができ、その後の交流事業の展開に

つなげやすくなっている。また、交流先の選定時に八王子市では、CLAIR を活用して候補都

市の実態調査を行った。 
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高知市二葉町「NPO 法人の仲介による交流の開始」 

高知市二葉町は沿岸部に位置し、今後発生が予想される南海地震により地盤沈下や津波の

到来の危険性が高い地区である。災害発生後の長期的な避難場所の確保を課題としていたと

ころ、東日本大震災のボランティアに参加した NPO 法人の仲介により、山間部にある仁淀

川町の住民との交流を始めることになった。 

災害時の避難先を求める都市部住民と、過疎化に伴い地域活性化を必要とする山間地住民

の相互のニーズを理解した NPO 法人の紹介により、交流を開始することができている。 

 

当別町「元スウェーデン大使の紹介による交流の開始」 

当別町では、元スウェーデン大使が町を訪問した際、町とスウェーデンとの気候風土等が

似ており、交流の提案を受けたことをきっかけに交流が開始された。その後、町において

も、スウェーデンや北欧スタイルを意識したまちづくりが進められている。 

元スウェーデン大使により客観的な立場から町の魅力を発見してもらい、町もその魅力を

活かしたことが新たな町の特徴となり、町としての交流の活用につながっている。 

 

 交流会議等への参加

明確なニーズがなくても、今後の交流先の拡大を検討しているのであれば、他自治体が主

催する交流会議等に参加し、交流に積極的な自治体と直接出会う場を利用することで、交流

先候補とのマッチングの機会を増やし、交流ニーズのマッチした交流先を開拓できる可能性

が高まる。 

具体的には、交流ニーズのマッチングの機会を利用して、自らの自治体の強みの紹介や、

交流事業の提案のほか、交流ニーズについて話し合うことで、交流可能性を模索することが

考えられる。 

 

金沢市「日仏交流会議による交流先の発掘」 

金沢市では、平成 20 年より姉妹都市関係にある日本とフランスの自治体による日仏自治

体交流会議を開催している。第 3 回会議までは姉妹都市関係にある金沢市とフランスナンシ

ー市が中心となり、日本とフランスの自治体に呼びかけることで、会議には日本とフランス

の多くの自治体が参加している。会議では、テーマ別に分かれて自治体同士の課題を話し合

う機会が用意され、また、出席している都市の概要や特徴に関する情報が共有できるようデ

ータシートが配布されている。 

こうして、会議終了後も興味を持った自治体同士が知り合えるように工夫がなされてい

る。 

 

③ 実施上の留意点

交流の理想像を共有するには、自治体として交流から何を得たいのかという交流目的を設

定し、その上で交流の理想像を考え、交流先と共有するという段階を踏むことになる。 

自治体として交流目的を設定する際には、その後の具体的な交流事業の展開の際に協力が

得られるよう、個別事業課とも意見を交換し、交流ニーズ等を把握しておく必要がある。 
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 （２） 交流開始後の段階的なマッチングの実施

① 方向性

交流経緯としては、歴史や地理的なつながりで交流先が選定される場合が多い。また、交

流先と自らの自治体が求める交流の目的が異なっていることも想定され、最初から交流先と

交流の目的が共有できる場合は少ない。そのため、交流開始後に、交流先との間で情報交換

を進め、また個別の交流事業を展開していく中で、段階的に交流先と交流ニーズのマッチン

グを進めていく方法をとることが現実的と考えられる。 

まずは、交流の窓口である交流担当課を中心に、自治体の特徴等について交流先と積極的

な情報交換を実施し、具体的な交流事業については見直し・改善を進めていくことが必要で

ある。 

② 解決策

 継続的な情報交換による交流ニーズの明確化

交流開始後に交流先との継続的な情報交換を実施することで、交流開始時にははっきりし

ていなかった交流ニーズを徐々に明確にしていくことができる。 

継続的な情報交換の進め方としては、交流担当課を通じ、基礎情報となるそれぞれの自治

体の特徴（強み）や課題（弱み）を交換していくことにより、お互いの交流ニーズを把握し、

具体的な交流事業の検討へとつなげていくことが考えられる。特に、担当者が顔を合わせて

情報交換をする機会を定期的に設けることで、担当者同士もお互いを知ることにつながり、

結果として円滑な情報交換の助けになる。 

 

羽村市「姉妹都市事業連絡協議会を中心とした情報交換による交流の拡大」 

羽村市では、北杜市との間で姉妹都市事業連絡協議会を開催し、定期的な情報交換を行っ

ている。 
姉妹都市事業連絡協議会は、市理事者、正・副議長及び商工会長で構成する協議会と交流

担当課を所管する部長、課長及び係長で構成する幹事会をもって組織されており、自治体ト

ップや現場の職員が、交流に関する意見を交換する機会となっている。 
さらに、行政間交流にとどまらず、商工会を主体とする産業間交流である「羽～杜プロジ

ェクト」に取り組んでいる。 
羽～杜プロジェクトでは、両市の商工会と産業担当課等の担当者が集まり、第三者をコー

ディネーターとした意見交換会を平成 24 年度には 8 回行った。また、平成 25 年度には、

羽～杜プロジェクト推進会議として 6 回実施している。この会議を通じて、相互の交流ニー

ズが明確になり、北杜市内で生産された原材料で羽村市内の事業者が商品化する「羽～杜グ

ルメ」等の個別プロジェクトの取組につながっている。 
 

枚方市「共通テーマに基づく情報交換の実施」 

枚方市では、市内で行われるイベントへの出展のお知らせをするとともに、交流先のイベ

ントに出展をする等、こまめに交流先と連絡を取り合っている。 

こうした定期的なコミュニケーションのほか、周年事業に合わせて友好都市のすべての首

長が集まる友好都市サミットを開催している。この友好都市サミットは、事前に交流担当者

により幹事会でテーマを選定し、まちづくりや防災といった具体的なテーマを切り口に現状

や課題を話し合うことで、相互にまちづくりに関するニーズを把握することができている。 
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交流事業の定期的な見直し・改善

定期的かつ継続的に交流先と交流事業の見直し・改善を行うことで、交流主体が参加する

ことに魅力を感じるような交流事業への発展が期待できる。参加する交流主体にとって魅力

的な交流事業にしていくことにより、継続的な交流事業への参加も見込むことができ、ひい

ては、効率的かつ効果的な交流の実現につながっていくと考えられる。 

見直し・改善を行う際には、自治体側だけでなく、交流事業の担い手となっている市民、

事業者等を含め、交流の当事者が意見を交換することがポイントである。実際の交流事業に

参加している当事者の意見が反映されることで、次の交流事業に活かせる見直し・改善のポ

イントを見つけることができる可能性が高い。 

ある程度交流先との間で交流の目的が明確になり、共有化することができれば、交流の目

的からさかのぼっていつまでに何を達成すべきかという具体的な目標を立てやすくなるため、

より効果的な見直し・改善が行いやすくなる。 

その他、第三者から客観的な評価を受けることにより、交流事業の関係者だけでは気が付

かない点や、指摘しづらい点を押さえた見直し・改善を行うことができる。 

 

大分市「次年度の交流に関する友好交流協議書の締結」 

大分市は、毎年、中国武漢市との間で次年度の友好交流協議書を締結している。 

友好交流協議書には、多様な市民レベルの交流を促進するもの、行政が行う戦略的な互恵

関係を図るもの等がある。 

 

世田谷区「交流のコンセプトをもとにした段階的な交流の発展」 

世田谷区では、交流開始時から有識者が交流事業のコーディネーターとして参加し、世田
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谷区民健康村事業計画を策定している。 
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北九州市（東アジア経済交流推進機構）「有識者による第三者評価の実施」 

北九州市では、北九州市・下関市が事務局である東アジア経済交流推進機構から独立した
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立ち上げており、各部会の取組成果の評価や、機構としての将来課題の提言を行っている。 

第三者評価委員会は公平で客観的な立場にあり、参加者が気が付くことが難しいより大き

な視点からの交流事業に対する指摘を受けることができている。 

 

③ 実施上の留意点

交流先との相互ニーズのマッチングを進める際、交流担当者だけで進めると、人事異動に

よる職員の交代により、交流事業が停滞する恐れがある。この点、個別事業課や市民、事業

者等の交流事業関係者を巻き込むことで、継続的に交流を進める基盤ができ、こうした事態

にも対応が可能と考えられる。 
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ただし、交流事業関係者の対象を広げすぎてしまうと、関係者は形式的に「場」に参加す

るだけになってしまい、意欲的な意見が出にくくなる可能性も考えられる。そのため、交流

事業における関係者の役割を考えながら、「場」の構築を行う必要がある。 

４ ３  自治体内の交流推進体制の強化

 （１） 全庁的な交流事業の推進体制の構築

① 方向性

交流事業を魅力ある内容にしていくには、まず、交流担当課の人材育成・確保を図ること

で、交流担当課が交流事業の中心としての役割を果たせるようにすることが必要である。た

だし、自治体の規模が大きい、または特に交流事業に力を入れている自治体を除き、交流を

専門とする職員を配置することは難しい。そのため、多くの自治体では限られた職員により

交流事業を進めることが前提となる。 

次に、交流担当課だけで交流事業を考えるのではなく、個別施策を実施している個別事業

課を交流事業に積極的に巻き込んでいくことも重要である。そのためには、庁内での姉妹都

市等の知名度を向上させるため、交流担当課から個別事業課へ情報提供を進めるとともに、

どのような政策分野において交流事業が活用可能なのか、関係する個別事業課から意見をも

らい、交流担当課が集約する等、情報共有と意見交換の促進を図る必要がある。 

さらに、交流担当課と個別事業課の個々のつながりだけではなく、個別事業課同士の横の

つながりを作ることで、交流事業の実施に関する情報共有を進めることができ、全庁的な交

流事業の活用可能性が高まると考えられる。 

② 解決策

 交流担当課の人材育成・確保

交流担当課の人材の育成を進めることで、少人数でも自治体の交流の中心としての機能を

効果的に果たすことができる。 

人材育成では、自らの自治体と交流先との交流担当者同士の関係性を築くこと、交流先で

交流事業の業務に携わり、交流事業の現場を知ることが、その後交流事業の進め方を考える

上で役立つと期待される。特に国際交流の場合には、交流に必要な語学やマナー等の知識を

身に着けることが必要と考えられる。 

また、自治体の規模が大きい、または特に交流事業に力を入れている自治体等、ある程度

人的な余裕を持たせることが可能である自治体の場合には、交流担当課に専門的な人材を継

続的に配置することにより、交流ノウハウの蓄積を図る方法も考えられる。 

 

大分市「相互研修の実施」 

大分市は、これまでに 6 度武漢市に大分市職員の語学研修生を派遣している。武漢市で

は、大学における語学研修のほか、武漢市外事弁公室や大分市武漢事務所でインターンシッ

プを行うことによって、武漢市との人脈の構築が可能となっている。 

また、大分市は、これまで 3 度、武漢市職員の語学研修の受け入れを行った。 

そのほか、大分市や日本に関する知識を深めることを目的に、毎年、大分市武漢事務所の

職員研修を行っている。これにより、大分市や日本に関する理解が進み、交流先である武漢

市の交流関係者に対し、より適切な情報提供を行うことができている。 
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八王子市「職員研修の実施」 

海外友好交流都市との交流時や市民の窓口対応で外国語を話すことができる職員等を対象

に、大学教授や独立行政法人国際協力機構（JICA）のスタッフを講師に迎え、多文化共生の

意識向上や語学のスキルアップを目的とした研修を実施している。 

 

金沢市「交流を専門とする人材の継続的な配置」 

金沢市では、国際交流の担当部署に語学力を有する職員を継続的に配置し、職員への交流

ノウハウの蓄積を図っている。 

 

 部署横断型の協力体制の構築

交流担当課と個別事業課間で交流の方針やノウハウ等の共有を進め、部署を横断した協力

体制を構築し、強化していくことで、交流事業の一層の進展が期待できる。 

交流事業の実施を交流担当課や一部の個別事業課にとどめず、全庁的に広げていくために

は、個別事業課が交流事業を進めやすくするような仕組みづくりが必要と考えられる。 

具体的には、災害時対応や多文化共生、自治体内に所在する事業者の海外進出の支援等活

用可能な政策分野を個別事業課から吸い上げ、それをもとに交流施策の方針を交流担当課が

打ち出し、個別事業課との間で共有することが有効と考えられる。 

また、人事異動を通じてより多くの職員に交流業務を経験してもらうことも、交流方針の

共有につながり、その結果、交流担当課から異動した後でも、別の部署の業務と交流先や交

流事業の内容が結びつき新たな交流事業が生まれる可能性がある。 

さらに、具体的な交流事業の実施の場面を想定すれば、会議等の開催を通して、交流担当

課や個々の個別事業課が交流事業から得られた交流のノウハウの共有を進め、他課が別の交

流事業を進める際に活用できる状況を作ることも必要である。同時に、交流事業実施の際に

は複数の部課が関係する場合も多いため、交流事業を実施する際の関係各課の役割を明確化

することも必要と考えられる。 

 

あきる野市「交流事業の実施体制づくり」 

あきる野市では、交流事業の実施に 4 部署が関係している。交流事業の開催に当たり、庁

内会議の開催や、発生する各業務についての役割分担表を作成することで、各部署の役割の

明確化を図っている。 

こうして、関係部署の多さや人事異動の影響をある程度緩和し、部署が連携して交流事業

を実施することが可能となっている。 

 

川崎市「国際施策調整会議の設置による施策調整」 

川崎市の国際施策を所管する国際施策調整室が中心となり、関係各局が参画する国際施策

調整会議の中で各種施策調整を実施している。国際施策調整会議の下に、個別の案件に応じ

たプロジェクトチームを立ち上げることにより、局横断の案件への取組も可能となってい

る。 
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③ 実施上の留意点

自治体の規模により配置できる人数、予算、施策等は変わってくると考えられる。そのた

め、交流担当課の人材育成・配置については、継続的に交流を専門とする人材を育成・配置

する方法によるだけでなく、人事異動を前提に進めることが現実的と考えられる。 

交流事業を実施している個別事業課を除き、庁内の多くの部署は姉妹都市等の交流先につ

いての情報を十分に持っておらず、通常業務との兼ね合いもあり、交流担当課から働きかけ

ても、積極的な参加姿勢をとることは難しいことが想定される。そのため、交流による個別

事業課にとってのメリットを明確にしつつ、交流先の情報・ニーズや、交流担当課が可能な

支援内容を整理して庁内で共有し、交流担当課が交流先と個別事業課との橋渡し役としての

機能を果たすことが必要である。 

 

 （２） 市民、事業者等への参加促進

① 方向性

市民、事業者等への交流事業に関する認知度を高めるためには、交流先の自治体名や実施

している交流事業を周知するとともに、周知によって交流事業に興味をもった市民、事業者

等が参加しやすく、参加後も参加意欲を高めるような仕組みづくりが必要と考えられる。 

さらに、最終的には参加者として交流事業に関与するだけでなく、市民、事業者等自身が

自治体と連携して交流事業を支える「協力者」や「キーパーソン」として主体的に活動して

もらえるよう、交流を担う市民、事業者等への連携促進の取組が必要と考えられる。 

② 解決策

 市民、事業者等に対する周知の強化

市民、事業者等に対する周知を進めることで、市民、事業者等の交流先に対する認知度の

向上が期待できる。 

年間に実施できる交流事業の回数は限られている場合が多く、交流事業実施時のみ、交流

先の情報を提供していたのでは周知の機会が限られてしまう。そこで、交流先自治体の自治

体名や、実施している交流事業の内容を知る機会を積極的・継続的に作っていく必要がある。 

一つには、市民が、交流先の自治体名を目にする機会を増やすことが考えられる。例えば、

アンテナショップを設置することにより、市民に対して日常的に周知を図る方法や、ロゴマ

ークの作成により、交流先や交流事業の存在をアピールし、興味をもってもらう方法等が考

えられる。 

また、より深く交流先の自治体名や交流事業内容を印象付けるには、交流事業を市民に体

験してもらうことが効果的と考えられる。実際に交流先を訪問する機会を作ることで、市民

が交流先の良さを直に体験できるため、交流先の自治体名のみならず、強み等の特徴につい

ても知ることができる。 

さらに、訪問を通して市民が交流先の市民と触れ合うことにより、個人レベルのつながり

が生まれ、訪問終了後も個人間での交流が続くと考えられる。こうした個人レベルのつなが

りにより、交流先とのつながりがより強固になり、新たな交流事業への参加や、交流内容の

発展が期待できる。 
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武蔵野市「アンテナショップ設置による友好都市の紹介」 

友好都市の特産品を集めたアンテナショップを市内の商店街に設置し、市民が日常の中で

友好都市について知ることのできる機会を作っている。 

また、定期的に店頭での友好都市等の PR イベントの開催を通じ、現地の生の情報を市民

に提供している。 

 

羽村市「プロジェクトロゴマークの作成」 

羽村市と北杜市の産業間交流である羽～杜プロジェクトに関するロゴマークを、全国公募

により作成している。 

ロゴマークを、羽～杜グルメのパッケージやプロジェクトの PR 媒体として継続的に活用

することで、羽～杜プロジェクトの知名度向上や交流事業に親しみを持ってもらえるよう工

夫している。 

 

世田谷区「小学生の移動教室実施」 

30 年間にわたり、小学生の移動教室を交流先である川場村で実施している。 

子どもの体験を通して親世代の川場村の認知度が上がるだけでなく、継続的に移動教室を

行うことで、世代を超えて交流先に関する認知度が上がっている。 

 

参加者への支援充実

行政からの交流事業に参加する市民、事業者等への支援を進めることで、新しい参加者の

増加や継続的な参加が期待できる。 
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う、必要な現地の情報を収集・提供する機能を充実させることが必要と考えられる。 

 

北九州市（東アジア経済交流推進機構）「窓口（ワンストップセンター）の設置」 

東アジア経済交流推進機構の会員都市間の貿易・投資に興味を持った企業の連絡先とし

て、各都市が窓口（ワンストップセンター）を設置している。企業がワンストップセンター

に相談すると、企業が知りたい情報等について自治体の担当者が相手先の自治体担当者に連

絡を取り、確認等を行うこととしており、海外ビジネスに興味をもった企業を支援し、経済

交流への参加を促す仕組みをとっている。 

 

大分市「現地事務所での情報収集等の実施」 

大分市では、武漢事務所を開設し、大分市の情報発信や現地情報の収集、ビジネスサポー

トをはじめ各種市民交流の支援や観光客、修学旅行生の誘致等を行っている。 

 

 



 

 

 

 
 

- 64 - 

 交流の担い手との協力強化

交流事業に関するある程度のノウハウや経験をもつ市民、事業者等がいる場合には、自治

体側の主体だけでなく、交流を担う市民、事業者等と協力することにより、交流に関わる人

材の層が厚くなり、これらの人材による交流事業への継続的な参加が期待できる。また、市

民、事業者等自身が交流を推進することで、市民、事業者等の視点に立った取組がなされ、

更なる交流事業への参加も期待できる。 

交流事業に参加した市民には、交流事業を通じて得られた経験が蓄積されている。交流事

業を体験することによって得られた達成感や満足感がある場合、自分たちの世代だけではな

く、次世代にも同様の体験をしてほしいと考え、経験やアイディアを共有したいと希望する

市民が多い傾向にある。このような傾向を踏まえ、交流事業の中で市民、事業者等に積極的

に協力してもらう方法が考えられる。 

さらに、市民、事業者等がその発信力をより発揮できるよう、交流事業へ参加する準備段

階から将来的な交流人材としての活躍を見据えて、市民、事業者等の交流人材を育成する方

法も考えられる。 

 

あきる野市「市民による広報の実施」 

交流事業に参加した OB・OG を中心に組織しているあきる野市国際化推進青年の会の発

案により、交流事業の実施状況や交流先についての情報をまとめた「M&A（マールボロウ

＆あきる野）通信」を発行し、市内の公共施設のほか、小学校・中学校の教室に掲示してい

る。 

交流の次代を担う小学生や、交流の主体となる中学生に情報を提供することにより、交流

事業へ興味を持ってもらえるよう工夫している。 

 

大分市「企業によるアンテナショップの企画・運営」 

大分県内企業で構成されるおおいた産品等海外ビジネス促進協議会は、武漢市に大分産品

を常設展示することができるアンテナショップ「JAPAN おおいたマーケティングギャラリ

ーGate Way」を開設した。 

このアンテナショップは、地場中小企業が連携し、最小のコストで海外進出のリスクを軽

減するとともに、情報、ノウハウ、人材、商流、物流などを共有し「チーム大分」でチャレ

ンジできる場を創出している。 

 

横須賀市「姉妹都市交換プログラムによる人材の育成」 

横須賀市では、派遣事業に参加する学生を対象とする、語学力や国際マナーとともに交流

事業で得られた経験を発信していく力をつけられるような内容等を盛り込んだ姉妹都市交換

プログラムを作成している。 

姉妹都市交換プログラムを通じて、次世代の交流事業参加者に自らの体験を伝える能力を

身につけてもらうことで、交流事業の活性化に協力してもらえるような人材の育成を図って

いる。 
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③ 実施上の留意点

自治体側の交流事業の中で市民、事業者等に求める役割が明確でなかったり、市民、事業

者等の理解が不足していたりする場合には、市民、事業者等は交流事業における自らの立ち

位置がわからず、アイディアや意見を十分に出すことができない可能性がある。 

また、アイディアや意見に対する自治体側の反応が鈍いと、市民、事業者等の交流事業へ

の参加意欲をそいでしまいかねない。そのため、交流事業の目的を明確化し共有を図るとと

もに、積極的に市民、事業者等とのコミュニケーションを図ることが必要である。 
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