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第６章 姉妹都市等交流、都市間交流の事例

第 5章までに引用した事例について、自治体の人口順に詳細を紹介する。 

 

６ １  事例紹介

 （１） 川崎市

川崎市の強みである、過去の公害対策の経験により蓄積した環境技術・ノウハウを活かし

た交流を行っている。また、国際施策調整会議を設置し、国際施策を所管する部署だけでな

く、全庁的に国際施策を推進する体制を構築している。 

① 概要

川崎市は、人口約 145万人を有する政令指定都市である。 

高度成長期には京浜工業地帯の中核として発展を遂げた歴史を持ち、臨海部には石油化学

コンビナートが形成される等工業地域が広がっている。現在では、多数の世界的企業と 200

以上の研究開発機関が立地している。 

② 提携先・交流内容

海外の姉妹・友好都市は中国瀋
しん

陽
よう

市を始めとして 8 市である。その他国内友好自治体とし

て１市２町、友好港として、ベトナム社会主義共和国ダナン港と交流している。 

公害問題を克服した工業都市としての経験から、環境技術・ノウハウが集積しており、近

年ではそれらを活かし、友好都市である瀋陽市を始め、その他の海外都市とも環境技術・ノ

ウハウを活かした交流を行っている点が特徴的である。 

③ ポイント

 交流先とのニーズのすり合わせによる交流の活発化

瀋陽市とは同じ工業都市という特徴を有していたことがきっかけとなり、友好都市の提携

に至った。その後平成 6 年から産業技術研修生の派遣受け入れ、平成 9 年から環境技術研修

生の受け入れを開始している。 

平成 20 年に当時の中国の国家主席が川崎市を訪問して以降、川崎市の有する環境技術へ

の関心がさらに高まっている。具体的には、瀋陽市が川崎市との交流に対する企業のニーズ

調査やリストアップを行い、川崎市に積極的な交流を働きかけてきたため、川崎市が日本貿

易振興機構（JETRO）等の協力を得ながら、瀋陽市側のニーズを再度調査し、マッチングの

場を設けて、市内企業を紹介している。 

こうして、環境技術を中心に交流事業が活発化している。 

 交流内容についての覚書の締結

平成 23 年には、友好都市提携 30 周年を記念し、特に環境技術の交流促進を目的として、

「川崎市・瀋陽市循環経済発展協力に関する覚書」を締結している。主な内容は、以下のと

おりである。 

 環境技術研修生・環境観測技術等の交流 

 循環型社会に向けた市民参加を促進するための先進的取組についての情報交流 

 環境にやさしい都市の構築を目指した取組 
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覚書を締結することによって、一定期間ごとに覚書に基づく成果を確認できるほか、相互

に役割や課題を認識しやすくなり、その結果、具体的な話に結び付けやすいというメリット

がある。 

 国際施策調整会議の設置

平成 23 年度には、市役所の各局で行われている国際関連の施策や事業を総合的・効果的

に推進するため、国際施策調整会議を設置している。事務局は庁内の国際関連事業を調整・

支援している国際施策調整室であり、各局が参画する形をとっている。また、調整会議では、

必要に応じてプロジェクトチームを立ち上げ、個別の案件についての検討が深められるよう

な組織となっている。 

会議の開催により、現場の情報が集約され、庁内関係局の共通認識のもとに国際関連事業

が行われることで、課題の共有や新たな交流ニーズへの対応も可能になると考えられる。 

図表 ６-1 国際施策調整会議のスキーム 

 
出典：川崎市資料より作成 

④ 参考文献

 日中経済協会「中国・瀋陽市との互恵関係の構築 川崎市の取り組み」『日中経協

ジャーナル』平成 24 年 3 月号 No.218 p.18～21 
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 （２） 北九州市（東アジア経済交流推進機構）

今後発展が予測される東アジア地域の活力を取り込むため、姉妹都市から連携を広げ、日

本、中国、韓国の複数の都市間で交流している。また、ワンストップセンターや第三者評価

制度など、交流の活発化のための仕組みづくりも行っている。 

① 概要

北九州市は福岡県北部に位置する人口約 97万人の政令指定都市である。 

官営八幡製鉄所を起源とする製鉄業などを中心に、戦後工業都市として大きく発展してき

た。現在は、公害を克服した経験から、環境技術やインフラの海外展開、産業観光の取組な

どで注目を集める都市となっている。 

② 交流先・交流内容

北九州市は、旧小倉市の姉妹都市であるアメリカワシントン州タコマ市、旧門司市のアメ

リカバージニア州ノーフォーク市のほか、北九州市として昭和 54 年から中国遼寧省大連
だいれん

市、

昭和 63年に韓国仁川
いんちょん

広域市の 4都市と姉妹都市交流を実施している。 

北九州市は、より姉妹都市等交流事業の交流を広げるため、元々親密な関係を構築してい

る下関市と合同で姉妹都市事業の連携を実施した。具体的には、北九州市の姉妹都市である

中国大連市、韓国仁川広域市及び、下関市の姉妹都市である中国青島
ちんたお

市、韓国釜山
ぷ さ ん

市の 6 都

市で相互交流を開始した。後に 4 都市が参加し 10 都市の規模となり、東アジア経済交流推

進機構を設立した。以後、ものづくり、環境、観光、ロジスティクスなど主に経済系のテー

マに沿って設置した部会で議論を重ね、参加都市間の貿易・投資の円滑化や環境ビジネス交

流、共同観光 PR、物流振興連携などの実現に成功している。 

③ ポイント

 調整事務を円滑にするための東アジア経済交流推進機構の設置

平成元年に北九州市のシンクタンクである国際東アジア研究センターから、将来を見据え、

今後発展が期待される環黄海地域と友好を深めるべきとの提言が出され、北九州市の姉妹都

市である中国大連市、韓国仁川広域市と、関門海峡を隔てた下関市の姉妹都市である中国青

島市、韓国釜山広域市との間で、平成 3 年に知識人会議（市長会議）と経済界代表会議を開

催した。当時、中国韓国間には国交がなく画期的な取組であった。 

平成 15 年までこの枠組みで継続し、その後姉妹都市等のつながりから、中国天津
てんしん

市、中

国煙台
えんだい

市、韓国蔚山
い さ ん

広域市、福岡市が参加し、10 都市交流となった。一方で参加する自治体

が増え、それに伴う調整などの業務も発生してきたことから、今まで実施されてきた交流を

経済交流主体のものにすることを目的として東アジア経済交流推進機構を設立した。参加都

市は増加したが、交流に関する具体的テーマを途切らせることなく、交流を継続している。 

 部会制による担当者同士の関係構築

東アジア経済交流推進機構では、2 年に一度開く総会以外に、製造業同士のマッチングを

目的とするものづくり部会、環境分野を話し合う環境部会、物流を扱うロジスティックス部

会、観光振興を扱う観光部会を設置している。北九州市では全体を統括する事務局は総務企

画局国際部が担当し、ものづくり部門は産業経済局、環境部門は環境局、ロジスティック部

門は港湾航空局、観光部会は産業経済局が担当するなど、機構での取組は各担当部署が分業

している。交流先である中国、韓国の各都市には国際担当（日本担当）がおり、通訳などの
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専門スタッフが在籍している。これら相互の関係者同士がそれぞれ関係構築することにより、

課題発生時における対応の迅速化が可能となっている。 

また各都市の分業も行われており、部会ごとに各国の幹事都市が決まっている。 

図表 ６-2 東アジア経済交流推進機構の幹事都市(平成 25 年) 

部会 日本 中国 韓国

ものづくり部会 北九州市（主幹事） 大連市 釜山広域市 

環境部会 北九州市（主幹事） 煙台市 蔚山広域市 

ロジスティクス部会 福岡市 天津市（主幹事） 蔚山広域市 

観光部会 下関市 青島市 仁川広域市（主幹事） 

出典：東アジア経済交流推進機構パンフレット 

 ワンストップセンター設置による窓口の一元化

企業の相談窓口を統一するために、ワンストップセンターのネットワーク化も実施してい

る。これは、企業が相談を持ちかける際に、地元自治体のワンストップセンターに相談すれ

ば、自治体担当者が各自治体のワンストップセンターと連絡を取り合い、回答を得るまで責

任を持って担当する仕組みである。これにより、セミナーや相談会に参加できない企業でも、

簡単に各交流先都市の企業にアクセスできる環境が整備されている。 

 第三者評価機関の設置による事業評価の実施

各部会の取組の成果を評価し、今後の実施方針を提言することを目的に、第三者評価機関

を設置している。特に効果の出ない部会には廃止をも提言する機能を持っている。 

平成 23 年の第三者評価委員会の報告では、実施体制について、「会員 10 都市全てですべ

てのテーマに関する協議を実施しているが、テーマによっては 2、3 都市間での交流を検討
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図表 ６-3 東アジア経済交流推進機構組織図 

出典：東アジア経済交流推進機構パンフレットより引用 

④ 参考文献

 東アジア経済交流推進機構ホームページ http://www.oeaed.com/jp/
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 （３） 世田谷区

世田谷区は、群馬県川場村と「縁組協定」を結び、相互の住民と行政が一体となって交流

を進めている。多くの住民を巻き込むとともに、世田谷区、川場村及び実施主体である「株

式会社世田谷川場ふるさと公社」が密接に連携しながら、交流を発展させている。 

① 概要

世田谷区は東京都の南西に位置し、人口は約 86 万 5 千人である。総人口、総世帯数とも

に特別区内で最も多く、京王電鉄、小田急電鉄及び東京急行電鉄の路線が走っており、住宅

地として人気の高い区である。 

② 提携先・交流内容

世田谷区と川場村とは、都市と農村との交流を通して、自然とのふれあいや人との出会い

を大切にしながら、相互の住民と行政が一体となって“村”づくりを進めて行くという趣旨

で、昭和 56 年に縁組協定を締結している。川場村は農業が基幹産業であったが、昭和 50 年

頃から農業従事者の高齢化が進んでおり、農業を観光振興と結び付けることで、村の活性化

につなげようという機運が高まっていた。一方、世田谷区では、豊かな自然を有する山村自

治体との連携を通じて、区民が「ふるさと感」を味わえるようなレクリエーション施設を設

けるとともに、相互の交流を通じて地域活性化を図る取組を検討していた。 

こうした｢農業プラス観光｣を進める川場村と、「第二のふるさと」を求める世田谷区との

ニーズが一致し、昭和 56年に縁組協定を締結するに至った。 

交流を、あえて「姉妹都市」ではなく「縁組」とした背景には、縁組とは「結婚」であり、

いわば夫婦のような強い連携のもと、交流を続けていきたいという思いがある。 

 

図表 ６-4 世田谷区と川場村の交流の始まり 

 
 

世田谷区と川場村との交流は、昭和 56 年以降、段階的な発展を続けているのが特徴であ

る。それぞれの交流段階の概要は、以下のとおりである。 

図表 ６-5 世田谷区と川場村の交流段階 

交流段階 内容

交流締結 縁組協定の締結、区民健康村づくりの開始（昭和 56年～） 

交流開始 計画の諸提案を区民・村民の体験活動によって検証する交流活動を実施（昭和 57年～） 

運営体制づくり 交流施設、健康村推進会議、公社の設立（昭和 57年～昭和 61年） 

第一段階 移動教室による「ホンモノの自然体験」の開始（昭和 61年～） 

第二段階 協働による森林整備「友好の森事業」の開始（平成 2年） 

第三段階 「5つの共同宣言」締結（平成 17年） 

出典：川場村資料より作成 
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③ ポイント

 交流目標の設定

世田谷区と川場村との交流は、｢農業プラス観光｣を進める川場村と、「第二のふるさと」

を求める世田谷区というお互いのニーズ（交流目標）が明確であったことが、長期にわたっ

て質の高い交流を継続できていることのポイントとして挙げられる。 

さらに、有識者をアドバイザーに迎え、お互いのニーズを交流内容として具体化して行く

際の支援を継続的に受けてきた点も特徴である。 

交流内容の検討に第三者の視点が加わることで、より多面的な視点から具体的な交流内容

の検討を進めることができるという利点が期待できる。さらに、第三者として有識者を迎え

ることで、検討に専門知識・ノウハウを活用することが期待できる。 

これにより、双方がより具体的なメリットを感じられる交流を続けることができたものと

考えられる。 

 交流目標の見直し、改善

世田谷区と川場村の交流においては、両自治体の共同出資により設立された「株式会社世

田谷川場ふるさと公社」（以下「公社」）が大きな役割を果たしている。 

公社は、両自治体の交流の推進役として、 

 行政の補完的役割を果たす団体として、公益性の高い分野のサービスを提供する 

 事業実施の受け皿として、運営の簡素化、効率化、労働力の有効な活用を図る 

 地場産品の掘り起こしと活用、地元雇用の拡大を図る 

ことを目的として設立された。 

施設の維持管理や利用者サービス等を中心に、利用者の様々なニーズに迅速かつ柔軟に対

応する「担い手」として、両自治体と「協働＝連携」して交流を支援している。 

前述のように、世田谷区と川場村の交流は、発展的な展開を続けている背景には、世田谷

区の職員が月に数度川場村を訪問し、世田谷区、川場村に加え、交流事業を担っている公社

の三者が定期的に意見交換し、見直しや改善を実施している点が挙げられる。 

 区民に対する周知

世田谷区の公立小学校のほぼすべての児童は、移動教室で川場村を訪れており、世田谷区

職員は川場村で研修を受けている。また、世田谷区で開催する交流事業を通じて川場村のア

ピールをすることで、多くの区民が川場村に触れる機会があり、区民に対する周知につなが

っている。 

交流は 30 年にわたって継続していることから、親子で川場村を訪れるケースなどもあり、

交流の積み重ねが新たな関係へと進展しつつある。 

④ 参考文献

 世田谷区ホームページ

http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1216/1269/d00004087.html 

 川場村ホームページ

http://www.vill.kawaba.gunma.jp/toshikouryuu/index.html 
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 （４） 杉並区

東日本大震災をきっかけに、杉並区が災害時相互応援協定を結んでいる複数の自治体が連

携し、甚大な被害を受けた福島県南相馬市に対して支援に取り組む「自治体スクラム支援制

度」を創設した。 

① 概要

杉並区は、人口約 54 万人、都心に近い住宅エリアとして早くから開発が進み、住宅が多

い特別区である。市街地の拡大により農地面積は減少する一方、第 3 次産業の従事者が増え

ている。産業面では、商業やサービス業の比重が高いことが特徴である。 

② 提携先・交流内容

杉並区は、本調査研究にいう「姉妹都市等」の定義には該当しないが、国内外 11 の都市

と交流を行っている。 

国内では、北海道名寄市、群馬県東吾妻町、新潟県小千谷市、福島県北塩原村、福島県南

相馬市、東京都青梅市、東京都武蔵野市、山梨県忍野村、静岡県南伊豆町の 9 市町村と交流

しており、異なる地域性や文化・産業など、各市町村の特色を活かした交流を行っている。 

また、海外とは、オーストラリア連邦ウィロビー市や韓国ソウル特別市瑞
そ

草
ちょ

区と友好都市

を提携している。 

③ ポイント

 スクラム支援の中で自治体が「できる支援」を実施

杉並区は、以前から南相馬市、東吾妻町、小千谷市、名寄市、青梅市と災害時相互援助協

定を締結していた。平成 23 年 3 月の東日本大震災で、南相馬市は甚大な被害を受けたため、

区と災害時相互援助協定を締結している東吾妻町、小千谷市、名寄市とともに、物資の提供

や被災者の受け入れなど、南相馬市に対する様々な支援を実施した。 

この連携した支援スキームが、平成 23 年 4 月に立ち上げられた「自治体スクラム支援会

議」設置のきっかけである。 

図表 ６-6 自治体スクラム支援会議の全体像 

 
出典： 杉並区資料より作成 
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スクラム支援は、災害時相互応援協定を締結している自治体が、被災した自治体に対して

それぞれ「できる支援」を実施することが特徴である。例えば、東日本大震災時には、南相

馬市に対し、杉並区が中心となって避難所の提供や送迎を行うだけでなく、東吾妻町、小千

谷市、名寄市も、避難者の受け入れや職員派遣等、連携して「できる支援」を実施している。 

図表 ６-7 東日本大震災時の南相馬市へのスクラム支援 

 
出典：杉並区資料より作成 

 都市交流の防災協定への応用

基礎自治体である市町村が連携したスクラム支援は、国や都道府県を介した支援に比べて

迅速であり、また連携する自治体がそれぞれの特性を活かして多様な要請に応えられるとい

うメリットがあることが確認された。さらに、同じ基礎自治体同士の場合、より被災市町村

の立場に立ったきめ細かい対応を取ることができると期待されている。 

平成 25 年 6 月の会議では、亀岡内閣府大臣政務官（防災担当）、アドバイザーに首都大

学東京教授を迎え、「災害時の基礎自治体の相互の水平的支援」を推進するため、災害救助

法の改正を要望するなど、国に対する積極的な提案にも取り組んでいる。 

④ 参考文献

 杉並区ホームページ

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/news/news.asp?news=12034 
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 （５） 大分市

大分市内企業のグローバル化への対応という課題を解決するため、長年の友好都市交流で

培われた大分市の知名度や、市民レベルの親近感、信頼感、そして情報入手の容易性を活か

し、市と企業が連携して交流事業に取り組んでいる。 

① 概要

大分市は、九州東部の中心都市で、人口約 48 万人の県庁所在地、および中核市である。

昭和 39 年に新産業都市に指定されて以降、新日本製鐵などの大工場が進出し、鉄鋼、化学、

石油精製業等の産業が発展してきた。それに伴い人口も増加し、平成 9 年には中核市に指定

され、現在も人口の増加が続いている。 

② 交流先・交流内容

大分市は帯広市、ポルトガル共和国のアベイロ市、アメリカのテキサス州オースチン市と

姉妹都市を提携し、中国の湖北省武
ぶ

漢
かん

市と友好都市、中国の広東省広州
こうしゅう

市と交流促進都市を

締結している。 

平成 14 年に商工会議所と大銀経済経営研究所が実施した製造業企業に対するアンケート

調査では、79%がグローバル化への対応が必要だが、対応が遅れていると回答があった。 

この課題に対応するべく、大分市では友好都市間ビジネスチャンス創出事業を始めた。市

内企業が中国国際機械電機博覧会に出展し、67 社との商談があり、3,000 万円の契約を得た。

また、その後、大分市において「武漢ビジネスセミナー」を開催したところ、68 社 87 名の

参加があった。 

今まで構築した市民レベルでの知名度のほか、親近感、信頼感、そして情報入手の容易性

等、それまでの交流事業等で長期的な良好な関係を構築していたことが、結果的に経済交流

の活性化に寄与した。 

③ ポイント

 行政同士、行政対民間企業における年度ごとの覚書の更新

大分市と武漢市では、双方、隔年で友好訪問団を派遣し、次年度に実施する友好交流協議

書を取り交わしている。これにより、年度ごとの交流事業の内容が明確となっている。 

また、大分産品の販売促進のために、武漢市内の大手スーパー2 社と大分産品の販売促進

に関わる覚書を結んでおり、当事者と直接書面を交わすことによって、事業に対する責任の

明確化や着実な事業の実施が可能となっている。 

 行政職員や関係者の交換研修の実施

大分市では、昭和 56 年から武漢市農業実習の受け入れを実施し、これまで 7 回、延べ 50

名の実習生の受け入れを行ってきている。過去の農業実習生は、農業担当の武漢市副市長、

武漢市農業局の局長などの要職に就き活躍しているため、当時に培った人脈が様々な分野で

交流事業への波及効果をもたらしている。 

例えば、大分で栽培する「水耕せり」は、種の収穫期の 8 月に大分では台風が来ることな

どから、効率的な採種ができないという課題を抱えていた。かつて武漢市から大分市に農業

実習生として派遣された人物が、農業科学院の研究所所長となっており、その人物をコーデ

ィネーターとし、武漢市野菜科学研究所との間でせりの採種委託事業を開始した。その結果、

効率的な栽培体制を確立し、大分市のセリ売上高は 8 軒の農家で 1 億 2,000 万円にまで成長

した。 
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 （５） 大分市

大分市内企業のグローバル化への対応という課題を解決するため、長年の友好都市交流で

培われた大分市の知名度や、市民レベルの親近感、信頼感、そして情報入手の容易性を活か

し、市と企業が連携して交流事業に取り組んでいる。 

① 概要

大分市は、九州東部の中心都市で、人口約 48 万人の県庁所在地、および中核市である。

昭和 39 年に新産業都市に指定されて以降、新日本製鐵などの大工場が進出し、鉄鋼、化学、

石油精製業等の産業が発展してきた。それに伴い人口も増加し、平成 9 年には中核市に指定

され、現在も人口の増加が続いている。 

② 交流先・交流内容

大分市は帯広市、ポルトガル共和国のアベイロ市、アメリカのテキサス州オースチン市と

姉妹都市を提携し、中国の湖北省武
ぶ

漢
かん

市と友好都市、中国の広東省広州
こうしゅう

市と交流促進都市を

締結している。 

平成 14 年に商工会議所と大銀経済経営研究所が実施した製造業企業に対するアンケート

調査では、79%がグローバル化への対応が必要だが、対応が遅れていると回答があった。 

この課題に対応するべく、大分市では友好都市間ビジネスチャンス創出事業を始めた。市

内企業が中国国際機械電機博覧会に出展し、67 社との商談があり、3,000 万円の契約を得た。

また、その後、大分市において「武漢ビジネスセミナー」を開催したところ、68 社 87 名の

参加があった。 

今まで構築した市民レベルでの知名度のほか、親近感、信頼感、そして情報入手の容易性

等、それまでの交流事業等で長期的な良好な関係を構築していたことが、結果的に経済交流

の活性化に寄与した。 

③ ポイント

 行政同士、行政対民間企業における年度ごとの覚書の更新

大分市と武漢市では、双方、隔年で友好訪問団を派遣し、次年度に実施する友好交流協議

書を取り交わしている。これにより、年度ごとの交流事業の内容が明確となっている。 

また、大分産品の販売促進のために、武漢市内の大手スーパー2 社と大分産品の販売促進

に関わる覚書を結んでおり、当事者と直接書面を交わすことによって、事業に対する責任の

明確化や着実な事業の実施が可能となっている。 

 行政職員や関係者の交換研修の実施

大分市では、昭和 56 年から武漢市農業実習の受け入れを実施し、これまで 7 回、延べ 50

名の実習生の受け入れを行ってきている。過去の農業実習生は、農業担当の武漢市副市長、

武漢市農業局の局長などの要職に就き活躍しているため、当時に培った人脈が様々な分野で

交流事業への波及効果をもたらしている。 

例えば、大分で栽培する「水耕せり」は、種の収穫期の 8 月に大分では台風が来ることな

どから、効率的な採種ができないという課題を抱えていた。かつて武漢市から大分市に農業

実習生として派遣された人物が、農業科学院の研究所所長となっており、その人物をコーデ

ィネーターとし、武漢市野菜科学研究所との間でせりの採種委託事業を開始した。その結果、

効率的な栽培体制を確立し、大分市のセリ売上高は 8 軒の農家で 1 億 2,000 万円にまで成長

した。 
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図表 ６-8 水耕せり 

 

 

 

 

 

 

 
出典：大分市提供資料より引用 

 おおいた産品等海外ビジネス促進協議会によるアンテナショップの運営

平成 25 年 4 月には、大分の地元企業が参加するおおいた産品等海外ビジネス促進協議会

が、武漢市におおいたのアンテナショップ「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開設により、武漢を中心とする中国内陸部におお

いたの商品、商材を紹介するほか、商品プロモーション、販売促進、マッチングサポートを

行い、現地企業との商流、物流つくりを促進している。 

また、大分市は、大分産品をブランド化するためにおおいた地域ブランドマーク「O－

BRAND（オーブランド）」のロゴを制定し、中国における商標権を取得した。大分産品であ

ることの識別化を図り、その確かな品質や安心、安全な商品、サービスであることをアピー

ルしている。 

図表 ６-9 アンテナショップの様子 

   
 

出典：大分市提供資料より引用 

 友好都市関係で培った信頼関係の活用

平成 26 年、大分市と武漢市は、友好都市締結 35 年を迎える。武漢市民の間での大分市に

対する知名度が高いため、大分産品ブランドとして商品を売り出すことを可能としている。

その結果、武漢市の現地商業事業者と大分産品販売に関する覚書の締結にもつながった。 

また、これまで構築した人脈や信頼関係によって、水耕せりやアンテナショップ開設など

の新たな取組を行う際に、必要な情報入手を容易にし、またその実現に結びつけているなど、

友好都市関係で培った信頼関係が、他の取組への発展を見せている。 

④ 参考文献

 大分市受領資料「友好都市ビジネスチャンス創出事業」 
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 （６） 金沢市

交流先との情報交換を通して、伝統文化を始めとした様々な分野に交流が活用されてい

る。国際交流を担当する職員が継続して配置され、交流ノウハウの蓄積があることも交流の

活用を後押ししている。 

また、日仏自治体交流会議を通して、一対一の関係を複数の交流先への関係に拡大、参加

する交流機会を創出している。 

① 概要

金沢市は、石川県のほぼ中央に位置する 46万人を有する中核市である。 

江戸時代より、加賀藩前田家の城下町として、加賀友禅や金沢箔、九谷焼などの伝統工芸

や、能楽や加賀万歳などの伝統芸能等の文化が数多く受け継がれてきた特徴を持つ。 

② 提携先・交流内容

姉妹都市として、アメリカバッファロー市、ロシア連邦イルクーツク市、ブラジル連邦共

和国ポルト・アレグレ市、ベルギー王国ゲント市、フランスナンシー市、中国蘇州
そしゅう

市、韓国

全州
ぜんしゅう

市、友好交流都市として中国大連
だいれん

市の計 8市と国際交流を実施している。 

交流内容としては、金沢市の強みである文化を活かした内容が多い。また、ナンシー市と

は首長を始め結びつきが強く、共に日仏交流 150 周年を機に始まった日仏自治体交流会議の

中心自治体としての役割を果たしている。 

③ ポイント

ここでは、日仏自治体交流会議を開催する等、特に結びつきの強いナンシー市を中心に、

ポイントを紹介する。 

 強みとする部分にマッチした交流の実施

金沢市では、市が持つ伝統工芸・芸能など文化を市の強みとしてとらえており、交流内容

もそれらの強みを前面に押し出すことで交流先に金沢市を理解してもらえるような内容とな

っている。 

金沢市にとっても、学生の派遣等の交流を通して新しい技術を取り入れることにより、更

なる文化の発展のきっかけとなる交流事業を展開できている。 

図表 ６-10 平成 24 年度交流内容（文化関係） 

アメリカ

バッファロー市

 金沢能楽会の有志で構成される能楽師の一行 22 名がバッファロー市を訪問

し、能と現地オーケストラとの共演を披露 

 金沢美大とバッファロー・ステート・カレッジとの間で交流協定を締結 

ベルギー王国

ゲント市

 金沢美大とゲント王立アカデミーでの二校間協定に基づく短期相互交流派遣
交流を実施（ゲント王立アカデミーから４名を受け入れ、金沢美大から 8 名を

派遣） 

 金沢の建築家団体の芸術家招へいプログラムにより、ゲント市在住芸術家が
金沢市内の町家で創作活動 

フランス

ナンシー市
 金沢美術工芸大学とナンシー国立高等美術学校で交流協定を締結 

韓国

全州市
 金沢 21世紀美術館にて、第 11回韓国全州市韓紙工芸・伝統名品展を開催 

出典：国際親善ニュース（第 39 号（2012 年度））より作成 
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 （６） 金沢市

交流先との情報交換を通して、伝統文化を始めとした様々な分野に交流が活用されてい

る。国際交流を担当する職員が継続して配置され、交流ノウハウの蓄積があることも交流の

活用を後押ししている。 

また、日仏自治体交流会議を通して、一対一の関係を複数の交流先への関係に拡大、参加

する交流機会を創出している。 

① 概要

金沢市は、石川県のほぼ中央に位置する 46万人を有する中核市である。 

江戸時代より、加賀藩前田家の城下町として、加賀友禅や金沢箔、九谷焼などの伝統工芸

や、能楽や加賀万歳などの伝統芸能等の文化が数多く受け継がれてきた特徴を持つ。 

② 提携先・交流内容

姉妹都市として、アメリカバッファロー市、ロシア連邦イルクーツク市、ブラジル連邦共

和国ポルト・アレグレ市、ベルギー王国ゲント市、フランスナンシー市、中国蘇州
そしゅう

市、韓国

全州
ぜんしゅう

市、友好交流都市として中国大連
だいれん

市の計 8市と国際交流を実施している。 

交流内容としては、金沢市の強みである文化を活かした内容が多い。また、ナンシー市と

は首長を始め結びつきが強く、共に日仏交流 150 周年を機に始まった日仏自治体交流会議の

中心自治体としての役割を果たしている。 

③ ポイント

ここでは、日仏自治体交流会議を開催する等、特に結びつきの強いナンシー市を中心に、

ポイントを紹介する。 

 強みとする部分にマッチした交流の実施

金沢市では、市が持つ伝統工芸・芸能など文化を市の強みとしてとらえており、交流内容

もそれらの強みを前面に押し出すことで交流先に金沢市を理解してもらえるような内容とな

っている。 

金沢市にとっても、学生の派遣等の交流を通して新しい技術を取り入れることにより、更

なる文化の発展のきっかけとなる交流事業を展開できている。 

図表 ６-10 平成 24 年度交流内容（文化関係） 

アメリカ

バッファロー市

 金沢能楽会の有志で構成される能楽師の一行 22 名がバッファロー市を訪問

し、能と現地オーケストラとの共演を披露 

 金沢美大とバッファロー・ステート・カレッジとの間で交流協定を締結 

ベルギー王国

ゲント市

 金沢美大とゲント王立アカデミーでの二校間協定に基づく短期相互交流派遣
交流を実施（ゲント王立アカデミーから４名を受け入れ、金沢美大から 8 名を

派遣） 

 金沢の建築家団体の芸術家招へいプログラムにより、ゲント市在住芸術家が
金沢市内の町家で創作活動 

フランス

ナンシー市
 金沢美術工芸大学とナンシー国立高等美術学校で交流協定を締結 

韓国

全州市
 金沢 21世紀美術館にて、第 11回韓国全州市韓紙工芸・伝統名品展を開催 

出典：国際親善ニュース（第 39 号（2012 年度））より作成 

 

 

 

 
 

- 87 - 

 語学力、交流ノウハウを有する専門職員の配置

担当課は、英語や韓国語、ロシア語などの語学力を有する職員を国際交流事業に継続して

配置している。 

担当課に継続して職員を配置することにより、職員に交流ノウハウが蓄積され、通訳や交

流事業を始める際のポイント等をサポートすることが可能となっている。 

 交流先との密な情報交換による活用ニーズの把握

イベント、交流事業がある時以外にもナンシー市とは頻繁に連絡をしている。また、イン

ターネットで連絡を取ることができる時代ではあるが、ナンシー市との交流担当者とも顔を

合わせることを重視し、コミュニケーションを取るよう心掛けている。それによって、日常

的な交流での情報交換から交流先のニーズを把握することができている。 

このように、行政の交流担当同士のつながりがしっかりしているので、他課や市民のよう

な主体も交流事業に入りやすいと考えている。 

 「日仏自治体交流会議」として交流先をネットワーク化

平成 20 年 10 月を初回として、平成 22 年 5 月、平成 24 年 8 月とすでに 3 回にわたり日仏

自治体交流会議が開催されている。日仏自治体交流会議は日仏友好 150 周年を記念して、両

国政府の指導のもと、互いに姉妹都市関係にあるナンシー市と金沢市の両自治体の呼びかけ

により開始されたものであり、パリや東京ではない地方の都市に、地方自治体の首長が一堂

に会し、複数のテーマに分かれ自治体の持続的発展について話し合うことを目的にしている。 

日仏自治体交流会議への参加は、その後の交流事業に向けたきっかけづくりの意味合いが

大きい。それぞれの参加者にデータシートを提出してもらい、概要や特徴が出席者相互で確

認できるようにしている。こうして、現在の交流先以外の交流事例の情報入手や、この会議

をきっかけに交流が広がるよう工夫している。 

図表 ６-11 第 2 回日仏自治体交流会議（金沢市で開催）運営体制 

 
出典：財団法人自治体国際化協会、金沢市ヒアリングより作成  

④ 参考文献

 金沢市「国際親善ニュース」平成 24 年度第 39 号 

 財団法人自治体国際化協会「交流親善コーナー 第 2 回日仏自治体交流会議の開催

について～地方ガバナンスと持続的発展～」『自治体国際化フォーラム』平成 22 年

8 月号 p.40～43 

 財団法人自治体国際化協会ホームページ 日仏自治体交流会議

http://www.clair.or.jp/j/exchange/chiiki/nichi-futsu.html 

日仏自治体交流会議推進会議 
金沢市の他、総務省、外務省、 

全国市長会、全国市町村会、 

財団法人自治体国際化協会、 

駐日フランス大使館 等 

 
参加自治体 26自治体 

日本側

日仏交流会議推進会議 
ナンシー市の他、外務省、 

フランス都市連合、駐仏日本大使館 等 

 

 

参加自治体 18自治体 

フランス側

全体的な会議の

方向性について

打合せ

交流会議を通して、文化、経済、環境、社会の４テーマに分かれ、

首長同士が自治体の持続的発展について話し合う
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 （７） 横須賀市

姉妹都市交換プログラムを通して、交流事業に参加する学生に、語学力やマナーだけでな

く、自らの経験を報告書にまとめたり、発信する能力を身に着けてもらったりすることで、

次代の交流事業を支援できるような人材を育成している。 

① 概要

横須賀市は、東京湾の入り口に位置し、人口約 40万人の中核市である。 

江戸末期のペリー来航以来、国防の拠点を有する港湾都市として栄え、現在でも海上自衛

隊のほか、アメリカ海軍の基地が置かれている。 

② 提携先・交流内容

横須賀市は、海軍や港湾都市等の類似性を有する４市（アメリカコーパスクリスティ市、

フランスブレスト市、オーストラリア連邦フリマントル市、英国メッドウェイ市）と姉妹都

市提携を結んでいる。 

これらすべての都市と、毎年夏休みの 2 週間、4 つの姉妹都市に 2 名ずつ合計 8 名の高校

生を全額公費で派遣する「姉妹都市交換プログラム」を実施している。なお、近年では、市

としてフェアトレード2を推進しており、姉妹都市交換プログラムのテーマに採用している。 

その他、福島県会津若松市と友好都市を結んでいる。 

③ ポイント

姉妹都市交換プログラムによる学生主体の交流事業の推進

プログラムは、大きく派遣前・派遣時・派遣後の 3 つの時期に分けられ、学生が交流事業

の中で主体的に動けるよう工夫された内容となっている。例えば、派遣準備研修については、

日本語、英語等の語学研修のほか、横須賀市の歴史・産業、国際マナー等の国際交流の基本

から報告書作成等の自らの経験を発信する能力を強化する方法までが学べる内容となってお

り、派遣準備の段階から、発信を意識した内容となっている。 

また、前年度に派遣された OB・OG 学生が、派遣準備研修や合同説明会等の交流活動に協

力し、今年度の OB・OG 学生にアドバイスを行う等している。このように、プログラムを通

して得た経験を翌年度に活かし、交流活動を支える側として取り組んでいる点もポイントで

ある。 

                                                 

 
2 フェアトレードとは、途上国で生産される安全な農作物や衣類などを適正な価格で購入することで、途上国に

おける雇用の確保や生産者の生活の安定を促し、技術力の向上と経済的な自立を進める活動を指す。 
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図表 ６-12 平成 25 年度スケジュール 

日程 内容

月 日（日） 応募者説明会 

月 日（日） 第 1次選考試験 

月 日（日） 第 2次選考試験 

月 日～ 月 日 派遣準備研修（毎週水曜日、全８回） 

６月１日（土） 合同説明会（保護者説明会、OB・OG懇談会） 

７月中旬～８月下旬 海外姉妹都市からの交換学生の受入事業参画 

月 日（金） 国際ユースフォーラム 

夏休みの 週間 姉妹都市へ派遣（ホームステイ） 

月～ 月 帰朝報告・派遣事後研修 

出典：NPO 法人横須賀国際交流協会ホームページより作成 

④ 参考文献

財団法人自治体国際化協会「交流親善コーナー 姉妹都市交換学生事業を活用した

フェアトレードの推進」『自治体国際化フォーラム』平成 24 年 10 月号 p.30～31 

総務省 財団法人自治体国際化協会「第 6 回姉妹自治体交流表彰（総務大臣賞）受

賞団体事例紹介」（平成 24 年 6 月） 

NPO 法人横須賀国際交流協会ホームページ             

http://www003.upp.so-net.ne.jp/yia/yiahp09new/top/09katsudo/sistercity/ 

sistercity-top/sistercity-top.htm 

横須賀市ホームページ

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0140/g_info/fairtrade.html 
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 （８） 枚方市

交流先との日常的な関係づくりの他、定期的に開催する友好都市サミットを通じて、共通

のテーマや課題の解決方法についての意見交換を実施し、交流先の政策課題解決に役立つよ

うな交流を実施している。 

① 概要

枚方市は、人口約 40万人を有し、大阪府の北東部に位置する市である。 

江戸時代には京都伏見と大阪をつなぐ京街道（東海道）の枚方宿として栄え、また、淀川

の水運を背景に「くわらんか舟」の商いが名物になるなど、陸運・水運の中継地として発展

した歴史を持つ。現在では、京都と大阪のベットタウンとして、人口の集積が進んでいる。 

② 提携先・交流内容

国内では、高知県四万十市、北海道別海町、沖縄県名護市と行政主導型の「友好都市」と

して、北海道伊達市、奈良県天川村、長崎県波佐見町と市民の交流を行政が側面支援する

「市民交流都市」として、また、香川県高松市塩江地区（旧友好都市）を「地域間交流都市」

として交流を行っている。 

交流内容としては、人口の集積地としての特徴を活かし、友好都市・市民交流都市・地域

間交流都市への観光客誘致や、枚方市の主催する「友好・交流都市物産展」、枚方市駅前

「ひらかた観光ステーション」での地元特産品等の販売等が挙げられる。その他「友好都市

サミット」の開催により、友好都市の横のつながりを活かした交流も実施している。 

③ ポイント

交流担当課同士の関係づくり

交流担当課同士の密な関係を構築し、その関係を中心とした交流活動の拡大を目指してい

る。具体的には、定期的に開催する「友好・交流都市物産展」のほかにも、枚方まつりや農

業まつりなど、市内で行われるイベントへ友好交流都市ブースの出展を随時に呼びかけたり、

交流先のイベントに枚方市が出展したりしている。また、友好都市サミット等、交流事業に

関する打合せや、被災時のお見舞いを伝えるなど、こまめに交流先と連絡を取り合っている。 

友好都市サミットの開催による政策課題の共有

平成 3 年から、枚方市の友好都市の首長同士が集まり「友好都市サミット」として枚方市

が議長となり、共通のテーマや課題の解決方法についての意見交換を実施している。例えば、

災害をテーマとして大規模災害時などにおける各都市間での相互応援協定を締結している。 

しかし、テーマ設定や日程調整、サミット実施前の交流担当者による幹事会の開催等、サ

ミットに向けた入念な準備が必要なことから、当初は 2 年に 1 度の開催であったが、現在で

は各都市の周年事業に合わせた開催としている。 
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図表 ６-13 友好都市サミット開催経過（最近 5 回分） 

回（開催年度） 実施会場 内容

第７回（平成 年度）
旧中村市 

（四万十市） 

 テーマ「生涯学習まちづくり」 
 サブテーマ「友好交流の新たな展開を求めて」 
 基調講演「活き活き学び続ける生涯学習」 
 事例発表「各都市の生涯学習まちづくりについて」 
 協議事項「友好都市バーチャルカレッジ」の創設につ
いて 

第８回（平成 年度） 塩江町 

 テーマ「地域ブランドの創出」 
 基調講演「地域ブランドの重要性と自治体間交流の役
割」 

 事例発表「各都市の地域ブランドについて」 

第９回（平成 年度）

※枚方市制施行 60 周年に合わ

せて開催 

枚方市 

 テーマ「イベントを通じたまちづくり」 
 事例発表 各首長 

 提案事項「新たな都市間交流を目指して」 

第 回（平成 年度）

※名護市制施行 40 周年に合わ

せて開催 

名護市 

 テーマ「友好の風 北から南から（統一テーマ）～住み

続けたい魅力あふれるまちづくり～」 

 事例発表 各首長 

第 回（平成 年度）

※別海町制施行 40周年に合わ

せて開催 

別海町 

 テーマ「友好の風 北から南から（統一テーマ）～災害

に強いまちづくり～」 

 事例発表 各首長 

 提案事項「災害応援協定の締結について」 

出典：枚方市資料より作成 

④ 参考文献

 別海町役場「第 11 回友好都市サミット in 別海」

http://betsukai.jp/blog/0001/index.php?ID=2528 
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 （９） 川越市

国内外の多数の自治体と交流しており、姉妹友好都市の首長を招いた姉妹友好都市サミッ

ト 2012 を開催するとともに、毎年の交流事業について運営方法を工夫しながら、継続的な

姉妹都市交流に取り組んでいる。 

① 概要

川越市は、埼玉県南西部に位置する人口約 35 万人の自治体である。「小江戸」と呼ばれ、

現在も川越市の一角には古くからの街並み「蔵造り」が残っており、年間約 600 万人の観光

客が訪れる。 

② 提携先・交流内容

川越市は、国内は福島県棚倉町、福井県小浜市、北海道中札内村と、海外はドイツ連邦共

和国オッフェンバッハ市、フランスオータン市、アメリカセーレム市と姉妹友好都市となっ

ている。 

例えば、川越市名誉市民である相原画伯の美術館が開館したことから交流が始まった中札

内村とは、産業博覧会や北の大地展等の開催を通じた交流を行うなど、姉妹友好都市それぞ

れの交流経緯やニーズに合わせた交流を行っており、取組が発展している。 

なお、川越市では、姉妹都市交流委員会に補助金を出し、市が事務局となって交流事業を

進めている。委員会の主な収入は、市からの補助金のほか、会費収入、寄付金等である。姉

妹都市交流委員会は、市内の経済・文化・スポーツ等の各種団体からの代表者１名ずつから

構成されている。年に 2～3 回ほど会議を開催しており、予算決算や、交流事業の内容につ

いて審議している。 

図表 ６-14 各姉妹友好都市との主な交流内容 

姉妹友好都市 交流のきっかけ 主な交流内容

国
内
交
流

福島県

棚倉町

川越藩主、棚倉藩主がともに松平

周防守康英であったことから 

市民同士のゴルフ大会や剣道交

流など 

福井県

小浜市

1634 年に川越藩主酒井忠勝が小

浜藩に転封されたことから 

児童生徒の絵画展、少年少女合

唱団ジョイントコンサート、物産展

など 

北海道

中札内村

川越市名誉市民の相原求一朗画

伯の美術館が中札内村に開館した

ことから 

中学生交流団の相互派遣、産業

博覧会、北の大地展など 

国
際
交
流

ドイツ連邦共和国

オッフェンバッハ市

川越市内にあった企業がオッフェン

バッハ市にも工場を保有していたこ

とから 

中学生交流団、商工会議所の交

換研修、市民団体が中心となった

交流など 

アメリカ

セーレム市

川越市内の大学がセーレム市内の

大学と姉妹校提携を結んだことか

ら 

中学生交流団、高校の姉妹校交

流、市民団体が中心となった交流

など 

フランス

オータン市

埼玉県出身のオータン市名誉市民

を通じて 
中学生交流団、市民訪問団など 

出典：「川越市の国内外での姉妹都市との交流」より作成 
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ことから 

中学生交流団の相互派遣、産業

博覧会、北の大地展など 

国
際
交
流

ドイツ連邦共和国

オッフェンバッハ市

川越市内にあった企業がオッフェン

バッハ市にも工場を保有していたこ

とから 

中学生交流団、商工会議所の交

換研修、市民団体が中心となった

交流など 

アメリカ

セーレム市

川越市内の大学がセーレム市内の

大学と姉妹校提携を結んだことか
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中学生交流団、高校の姉妹校交

流、市民団体が中心となった交流

など 

フランス

オータン市

埼玉県出身のオータン市名誉市民

を通じて 
中学生交流団、市民訪問団など 

出典：「川越市の国内外での姉妹都市との交流」より作成 
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③ ポイント

 サミットの活用

川越市では、市制施行 90 周年を記念して「姉妹友好都市サミット 2012」を開催した。サ

ミットはその前にも１度開催されており、それはセーレム市との交流 20 周年を記念したも

のであったが、平成 24 年のサミットはさらに姉妹友好都市の首長を招き、より盛大に行わ

れたことが特徴である。 

姉妹友好都市サミット 2012 の概要 

■期日：平成 24 年 10 月 19 日（金） 

■テーマ：「未来のまちづくり 子どもたちにつなげていきたいこと」 

■出席：小浜市、棚倉町、中札内村、セーレム市、オータン市 

  （オッフェンバッハ市長からはビデオメッセージ） 

■参加者数：サミット 約 270 人     サミット記念交流会 約 170 人 

 

サミットの開催により、姉妹友好都市になじみのなかった市民への周知が期待された。実

際サミットには、提携先の市民を含め、約 270人の参加があった。 

そのほか、サミットでは姉妹友好都市間での交流と相互理解を深めるため「共同宣言」が

なされた。 

サミットを通じて、姉妹都市同士の交流が横に広がりつつある点が特徴である。例えば、

これまでは交流のなかったセーレム市と小浜市は、姉妹友好都市サミット 2012 をきっかけ

に交流の機運が芽生えつつある。 

 継続的な都市間交流の工夫

川越市の交流は、一時に交流内容を充実させるのではなく、小さな交流を続けるような工

夫をしていることが特徴である。特に、海外との交流は費用がかさむので、中学生交流団の

派遣は毎年続けつつ、その他の交流事業は周年記念に合わせて交流を企画するなどして、継

続性を確保している。 

④ 参考文献

 川越市ホームページ

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1098941352706/ 
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 （１０） 当別町

元スウェーデン大使の仲介をきっかけに、それまで気づかなかったスウェーデンとの類似

性という町の特徴に気づき、その特徴を活かした姉妹都市交流を実施している。スウェーデ

ン交流センターを中心に、町民が一体となって交流を継続させ、さらにまちづくりという町

の政策に活かしている事例である。 

① 概要

当別町は、札幌市に隣接した人口約 2 万人の町である。農業を基幹産業としており、近年

は札幌市や江別市のような産業集積地の隣接地として、また石狩湾新港と新千歳空港を結ぶ

交通の要衝としての地勢を活かし、札幌近郊の住宅地「田園都市」として発展している。 

② 提携先・交流内容

当別町の姉妹都市は、スウェーデン王国レクサンド市である。人口は約 2 万人で、小麦の

栽培や酪農と林業が主要産業であり、市内最大の企業である製材工場では、日本向けの組み

立て住宅資材の生産・輸出を行っている。 

交流内容としては、スウェーデン交流センターを核とした各種行事を実施している。その

中でも毎年 6 月の夏至に一番近い週末に行われるスウェーデンの伝統行事「夏至祭」がある。 

本場スウェーデンの「夏至祭」を再現した当別版の夏至祭では、フォークダンス、グリー

ンコンサートなどが行われる。また、会場になるスウェーデン交流センターでは、吹きガラ

ス制作体験、木工制作教室などの体験イベントも開催される。 

スウェーデン交流センターの概要

＜目的＞ 

日本とスウェーデンとの経済的・文化的交流を積極的に進め、両国の友好親善を促進する

とともに日本、特に北海道の産業・文化・生活等の開発、

振興に寄与 

＜主な活動＞ 

■交流事業 

・セミナー・講演会（スウェーデンセミナーなど） 

・催事・イベント（夏至祭など） 

・交流支援（レクサンド市留学生研修サポートなど） 

・講習会・体験教室（スウェーデン語講座など） 

■広報事業 

・広報誌発行など 

■工房事業 

・ガラス工房、木工家具教室の開催など 
出典：当別町観光協会ホームページより引用 

図表 ６-16 当別町の夏至祭の様子 

              出典：当別町ホームページより引用 

図表 ６-15 スウェーデン

交流センター 
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③ ポイント

 外部のコーディネーターを通じた「出会い」の活用

昭和 53 年、元スウェーデン大使が当別町を訪問した際、スウェーデンとの類似性を感じ

ていたところ、スウェーデン国王から、スウェーデンの自治体と日本の自治体との交流を始

めたい旨の打診を受けた。そこで大使は、当別町を交流先として提案したことが、交流の契

機となった。昭和 58 年には、スウェーデン駐日大使が来町し、町によるスウェーデン公式

訪問が実現する運びとなった。その時に当別町にふさわしい提携先としてレクサンド市が選

定され、昭和 62年にレクサンド市との姉妹都市提携を調印するに至った。 

また、大使は、当別町に、日本とスウェーデンの交流拠点を建設することを提案した。そ

の提案を受け、民間の宅地開発業者により「スウェーデン村計画」が提示され、町が誘致を

表明するに至った。その後、昭和 61 年には、交流の拠点となる「（財）スウェーデン交流

センター」が完成した。 

このように、当別町がスウェーデンと交流を開始するきっかけは、コーディネーターとな

る元スウェーデン大使による紹介と仲介である。そのきっかけを、民間企業による事業計画

や行政による誘致表明に結びつける等して、町として積極的に活用したことが、レクサンド

市との交流につながっている。 

 姉妹都市交流のまちづくりへの活用

姉妹都市交流を契機として、レクサンド市の美しい街並みを参考に造成されたニュータウ

ン「スウェーデンヒルズ」は、建築協定3などを活用し個性ある美しい街並みづくりを実現し

ており、平成 3年と 4年には「北海道街づくり 100選」に 2年連続選出されている。 

また、レクサンド市との交流は、「北欧のような、豊かな田園をコンセプトとしたまちづ

くり」という基本的なコンセプトに結びついており、当別町の提唱する「田舎暮らし（ルー

ラル・ライフ）」や農業における「当別ブランド」づくりに役立っている。 

④ 参考文献

 当別町ホームページ http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/sogo/shimai_toshi/ 

 当別町観光協会ホームページ

http://portal.town.tobetsu.hokkaido.jp/town/fika/mg586t000000034m.html 

 スウェーデン交流センターホームページ http://www.swedishcenter.or.jp/ 

 

                                                 

 
3 建築基準法第 69 条以下に定める制度。住環境や商店街の利便性を高める等、建築物の利用増進、土地環境の

改善をするために、土地の所有者等が一定の区域を定め、区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形

態、意匠又は建築設備に関する基準について締結する協定。 
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 （１１） 高知市二葉町

東日本大震災をきっかけに、NPO 法人の仲介により、大規模災害時の避難先を求める都市

と、過疎が進行する農村において、それぞれの地域の住民が、相互の交流を通じて地域が有

する課題の解決を図っている。 

① 概要

高知市二葉町は、高知県高知市の中心部に位置する人口約 700 人の地区である。低層住宅

密集地である一方、浦戸湾の最奥部にあたり、海抜 1 メートル以下という条件であるととも

に、昭和南海地震では 2 メートル程度の地盤沈降が発生し、約 1 か月間の浸水被害を受けた

経験もある。 

このような過去の被害に危機感を抱いた住民は、平成 18 年から「二葉町自主防災会」を

組織し、住民自らが建物主と協議した上で、自主防災会独自に津波避難ビルを指定したり、

要援護者マップを作成したりするなど、住民主体の大規模災害への対策に取り組んでいる。 

② 交流先・交流内容

二葉町自主防災会では、今後発生が予想される南海地震による地盤沈下や津波の到来に備

え、長期的な避難生活の準備として、平成 23 年 6 月から同県内陸部にある仁淀川町の住民

と自主防災会独自で交流を実施している。 

東日本大震災をきっかけとして、NPO 法人の仲介などでつながりができ、相互訪問を重ね

ることによって関係が構築された。その後、お互いの地域でイベントを実施することによっ

て地域内での認知度を上げ、広範な連携へとつながっている。 

具体的な交流内容としては、緊急避難時の食料確保を目的とした農産物の買い入れ及び生

産、空き家を活用した避難時の宿泊施設の確保などがある。また、二葉町での仁淀川町の農

産物の販売、仁淀川町での体験宿泊ツアー、田植えイベント、芋ほりイベントなども実施し

ている。 

この結果、仁淀川町では、二葉町が新たな農産物の出荷先となり得ることから、二葉町側

と共同で耕作放棄地を開墾し、農産物の増産を行うなどの話し合いも行われている。 

 

図表 ６-17 二葉町自主防災会の活動の流れ 

年度 取組内容

平成 年度  二葉町自主防災会の結成 

平成 年度  防災マップの作成（防災世帯調査の実施、独自の避難ビル指定） 

平成 年度  神戸市長田区鷹取町内会を視察訪問 

平成 年度  今治市自主防災会と共同炊き出し訓練 

平成 年度  南海地震に関するタウンミーティングの開催 

平成 年度
 仁淀川町との交流事業を開始（二葉町が仁淀川町へ訪問） 
 住民イベント「昭和秋の感謝祭」を開催し、共同出店 

平成 年度  高知市災害対策部へ二葉町自主防災会が実質協議の要望書を提出 

平成 年度
 防災拠点としての機能を持つ下知コミュニティセンター開館 

 防災世帯調査の再実施（要援護者の洗い出し） 

出典：二葉町自主防災会提供資料より引用
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③ 交流のポイント

 相互の弱点を補いあう交流

この取組は、二葉町自主防災会側が避難先を求めるといった目的に沿って、仁淀川町を交

流先として決め、また仁淀川町側も連携を発展的に活用するための姿勢を見せていることか

ら、相互の弱点を補い合う交流となっている。 

交流を持ちかけた高知市二葉町側としては、南海地震に備え、長期的な避難場所の確保が

課題となっていたが、仁淀川町との交流により、確保に成功している。 

一方、過疎化が課題の仁淀川町としては、避難場所を求めてきた二葉町に対して、空き家

の提供先、農産物の新規販売先としての期待できるため、相互にメリットのある交流となっ

ている。 

 様々な主体を巻き込んだ地域コミュニティ強化の取組

住民有志を主体とした交流であるが、地域住民の広範な参加を目指すため、イベント型の

様々な取組を実施している。特に重視しているのは、子供が参加するイベント、食事に関す

るイベントである。 
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出典：いずれも二葉防災新聞ホームページより引用 

④ 参考文献

 二葉防災新聞ホームページ http://futaba-bousai.cocolog-nifty.com/blog/ 

 二葉町自主防災会「海抜 0 メートル市街地で南海トラフ巨大地震から生きのびるた

めに」 
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 （１２） 鹿追町

姉妹都市交流で実施した高校生の語学短期留学を発展させ、小中学校一貫教育という特徴

的な教育を実践している。さらにこの特徴的な教育が、若者の流出防止や観光産業の創出と

いう町の課題の解決につながっている。 

① 概要

鹿追
しかおい

町は北海道中部に位置する人口約 6 千人の町である。然
しかり

別
べつ

湖
こ

、然別湖畔温泉などの豊

富な自然を擁し、農業、酪農が盛んな地域である。 

近年は、然別火山群や北海道内でも特に寒冷な気候であることから育まれた生態系を活用

し、平成 25年 12月 16日には「とかち鹿追ジオパーク」に認定された。 

② 交流先・交流内容

鹿追町は、カナダアルバータ州ストニィプレイン町、長崎県鹿町町
しかまちちょう

と姉妹都市を締結して

いる。 

昭和 57 年に北海道から紹介を受け、昭和 60 年から交流が始まったストニィプレイン町と

の交流では、町が約 2,000 万円を全額負担し、高校 1 年生全員を対象としたカナダ語学短期

留学を実施しており、毎年およそ 70 名、延べ 1,000 名を超える生徒、引率者が派遣されて

いる。 

それまで鹿追町では、地元高校への進学率が 40%と低く、半数以上が大都市の高校に進学

してしまう傾向にあったが、取組開始以降、高校生の流出が減少し入学者が微増した。また、

地元中学校から地元道立鹿追高校への進学者が 8 割近くに伸びるなど、若者の流失防止に一

定の成果を上げている。 

③ 交流のポイント

 姉妹都市交流を活用し特徴ある教育を実践

この取組の特徴は、姉妹都市交流の交流事業であるストニィプレイン町への高校生語学短

期留学の実施が、地元高校の優れた教育となり、それによって若者の流出防止という大きな

メリットを町にもたらしている点である。 

町内の鹿追高校で実施されているカナダ語学短期留学は、昭和 61 年から開始されたが、

開始直後は、受け入れ先から英語を話そうとしないと指摘されたこともあり、事前学習とし

てカナダ短期留学を準備するための「カナダ学」の授業を開始した。 

「カナダ学」は、小学校での「カナダ入門」（年間 49～65 時間）、中学校での「カナダ

基礎」（同 35 時間）、高校での「カナダ研究ⅠⅡⅢ」（同 70 時間）からできており、実践

的な英語教育によるコミュニケーション能力の育成、日本とカナダの文化の相互理解、相互

交流ができるようになっている。 

このカナダ学は、平成 15 年度からは文部科学省の研究開発学校の指定を受け、小中学校

にカナダ学特別教師の配置などを受けている。さらに、平成 18 年度からは町内すべての小

学校が同じ内容で取り組めるよう、町独自の教科書と教師用指導書を作成した。 

また、地元を知らなければ交流先で地元を語ることができないとし、平成 16 年度からは

地元を知るための「しかおい学」を創設した。その後、平成 21 年度からは自然に関する総

合的な学問として「地球学」に改編し、より内容を深化させている。 

この結果、地元の生態系、地理に関するユニークな教育がなされていると評価され、平成

25年には「とかち鹿追ジオパーク」の認定にもつながっている。 
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図表 ６-20 カナダ学の授業の様子 

 

 

 

 

 

 
出典：鹿追小学校ホームページより引用 

 

図表 ６-21 カナダ学教科書、教師用指導書 

 

 

 

 

 

 

 
出典：鹿追小学校ホームページより引用 

 

図表 ６-22 小中学校一貫教育で目指す児童・生徒像 

基本理念

 豊かな自然と人情に恵まれた鹿追町の特性を生かし、「ゆとり」と特色ある教育
課程によって、児童生徒一人一人の個性や可能性を伸ばすとともに、確かな学

力を培う等、「生きる力」を育み、郷土を愛し 21 世紀の国際社会をたくましく生き

る人材の育成を目指す。 

育成すべき児童

生徒像（国際人

を育てる）

 郷土に学び、郷土を愛し自己を見つめる児童生徒 

 自己の生き方について考え、夢の実現を目指す児童生徒 

 国際社会を創造的にたくましく生き抜くことのできる児童生徒 

 豊かな人間性を身につけ、健康でたくましい児童生徒 

連携の柱

 12年間の一貫した国際・郷土・生き方に関する学習 

 

「3つの柱」  

 国際理解教育（小学校からの英語教育「カナダ学」） 
 ふるさと教育（小中高連携した環境教育「新地球学」） 
 在り方生き方教育（進路指導「鹿追高校のコース制」） 

出典：鹿追町ホームページより引用 

④ 参考文献

 鹿追町ホームページ http://www.town.shikaoi.lg.jp/ 

 鹿追小学校ホームページ http://academic4.plala.or.jp/shikasho/ 

 財団法人自治体国際化協会「受賞団体事例概要」 

http://www.clair.or.jp/j/exchange/docs/jirei_2010.pdf 
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