
交流推進課

平成２６年(2014)年５月現在

市町村名（地域名） 交流先
今年度の　
　　交流

予定
今年度の交流事業 開始時期 交流のきっかけ 交　流　の　概　要

鳥取市 北海道釧路市 ○ 物産展参加 Ｓ３８ 旧鳥取藩士族の入植
姉妹都市
釧路大漁どんぱくへの参加、鳥取しゃんしゃん祭りへの傘踊り連受
入、市議会議員相互訪問

兵庫県姫路市 ○
姉妹都市提携４０周年記念行事、中学生合宿交
流、スポーツ交歓会、議員交流、自治連合会交
流

Ｓ４７ 藩主・池田家

姉妹都市
ＨＯＴトライアングル、イベント等での相互交流(姫路お城祭り・しゃ
んしゃん祭り)、中学生の相互交流、自治会役員交流、スポーツ交流、
市議会議員相互訪問

山口県岩国市 ○ 吉川経家剣道大会 Ｈ７ 鳥取城と吉川経家
姉妹都市
祭りの相互交流(岩国祭り・お城まつり)、市議会相互訪問

福島県郡山市 ○ 周年イベントと物産展参加 Ｈ１８ 旧鳥取藩士族の入植
姉妹都市
市制90周年式典への傘踊り連派遣交流

岡山県岡山市 ○ イベントでの相互交流 Ｈ１８ 藩主・池田家
交流都市
ＨＯＴトライアングル、イベントの相互参加

(佐治町) 岡山県岡山市建部町 ○ グラウンドゴルフ交換大会(相互実施) Ｈ１７ グラウンドゴルフ大会を通じた交流の実施

(鹿野町) 島根県津和野町 ○ 地域づくり活動団体交流 城主・亀井家 地域づくり活動団体の交流

(青谷町) 大阪府池田市 ○ スポーツ交流(親善野球)、農業祭参加 Ｓ５０ 少年自然の家建設 青少年交流、農産物販売、卓球交流、野球交流

倉吉市 ○ 小学生の交流（受入） 夏休みに松戸市の小学生と倉吉市の小学生が交流を行う。

○ 松戸まつりへの参加 松戸祭りへの出店参加。

○ 食のみやこフェスティバル（倉吉市）への出店
倉吉市で開催される「中部発！食のみやこフェスティバル」に松戸市
が参加。

○ 館山市での南総里見まつりへの職員派遣 倉吉せきがね里見まつりの開催、南総里見まつりへの職員派遣。

○ 食のみやこフェスティバル（倉吉市）への出店
倉吉市で開催される「中部発！食のみやこフェスティバル」に館山市
が参加。

○ 物産展（彦根市）への出展 彦根市で開催される物産展に倉吉市の特産品を出展する。

○ 食のみやこフェスティバル（倉吉市）への出店
倉吉市で開催される「中部発！食のみやこフェスティバル」に彦根市
が参加。

境港市 沖縄県伊平屋村 ○ 小学校５年生の交流（相互訪問） Ｈ８
海産物のきむらやさんが仕入れる
もずくが伊平屋村産

小学校５年生の相互訪問（サマースクール＜伊平屋村訪問＞、ウィン
タースクール＜境港市訪問・スキー交流＞）

大阪府岸和田市 ○ 2014全国コットンサミットin蒲郡市 Ｈ２３
2011全国コットンサミットin岸和
田

全国コットンサミットにおいて綿栽培についての意見交換。
きしわだ城下町フェアや朝ドラ舞台地ネットワーク連絡会議への参
加。

奈良県北葛城郡広陵町 ○ 2014全国コットンサミットin蒲郡市 Ｈ２４
2012全国コットンサミットin境港
市

全国コットンサミットにおいて綿栽培についての意見交換。

福島県いわき市 ○ 2014全国コットンサミットin蒲郡市 Ｈ２５ 伯州綿栽培の視察受け入れ
全国コットンサミットにおいて綿栽培についての意見交換。
和綿栽培に取り組んでいるいわき市の磐城農業高校生徒の視察受け入
れ。

岩美町 沖縄県国頭村小学校 ○
小学校の相互訪問
（10月7日～10日訪問、2月3日～6日受入）

Ｓ６１ 国体ウエイトリフティング会場 小学校児童の相互訪問

東京都目黒区 Ｈ１３ 童謡唱歌 コーラスグループ同士の交流、目黒から国民文化祭に参加

千葉県松戸市 Ｈ１５
「七福神鍋コンテスト」に「ばば
ちゃん鍋」で参加

食（鍋料理）を通しての交流。

東京都武蔵野市 ○
家族自然体験交流受入、イベント参加（さくら
まつり、青空市）

Ｈ１５
「都市と農山漁村の相互交流に関
する覚書」を平成１５年に結んだ
ため

武蔵野市交流市町村協議会への参画（H18～）、家族自然体験交流受入
（隔年）、イベント参加（さくらまつり、青空市）、相互交流ツアー
の実施（隔年）

八頭町 （旧船岡町）神戸市立駒ケ林小学校 ○ 小学生の社会見学 Ｈ９ 学童疎開、震災体験 小学生の社会見学

神戸市長田区 ○
森下広一杯八頭町マラソン受入（１０月・八頭
町）
まちの文化祭参加（１１月・長田区）

Ｈ２５ 学童疎開 人的交流、特産品販売、紹介

（旧船岡町）東京都武蔵野市 ○
家族自然体験交流受入
(８月、中村集落)

Ｈ１５ 家族自然体験交流 自然体験交流受入（※H25から隔年で受け入れ）

（旧八東町）大阪市住吉区 他 ○ 八頭カップ少年軟式野球交流大会 Ｈ５ 少年野球西日本大会

実行委員会形式での民間交流
青少年スポーツ交流、ホームステイ
（住吉区が主であるが、その他、大阪府堺市、姫路市、米子市も野球
交流大会に参加し、宿坊や農家民泊等おこなっている）

若桜町 東京都武蔵野市 ○ 家族自然体験交流事業 Ｈ２０ 家族自然体験交流事業 武蔵野市家族自然体験交流事業（※H25から隔年で受け入れ）

兵庫県多可町 ○ 多可町物産展へのブース出展 Ｈ１９ 蒸気機関車の譲り受け

智頭町 兵庫県加古川市 ○ よさこい踊り隊の相互参加 Ｈ１３ よさこい踊り 祭りによさこい踊り隊が相互参加

大阪府摂津市 ○ 農業祭参加（11月） Ｈ１９
人間基礎教育を掲げる摂津市との交流
農業祭への出展参加

湯梨浜町
高石市をはじめ、羽衣・天女伝
説を有する自治体の長（現在調
整中）

○ 天女サミットの開催 H26 羽衣・天女伝説

天女・羽衣伝説を有し天女によるまちづくりを実施している自治体の
トップが一堂に介し、まちづくりの実践例の発表や意見交換、記念イ
ベントを開催する。

【予定事業】
・記念イベント（凧揚げ、天女ウオーキングを予定）
・記念講演、パネルディスカッション

三朝町 東京都杉並区 Ｈ１３ 空飛ぶ温泉便（Ｈ５）
空飛ぶ温泉便(H18等)、沓掛小学校交流受入、中学生（吹奏楽）交流、
体験交流受入等　　※H20より暫く休止予定

京都府城陽市 ○
①城陽市小学生の受入体験交流（８月）
②城陽市主催の産業祭りへの参加(11月)
③城陽市の三朝温泉キュリー祭への参加（８

Ｈ１４ 首長の縁
H24に友好姉妹都市協定を締結。両市町小学生の相互交流。祭りの相互
交流（城陽産業祭り・キュリー祭）

滋賀県大津市（坂本集落） Ｈ１７ 同名地名（坂本）
同名地名による住民交流。三徳山開山1300年祭の際、雅楽指導(御幸行
列)による交流。

東京都武蔵野市 Ｈ１５ 家族自然体験交流 自然体験交流受入(今年度受入予定なし）

北栄町

・湖南市市制10周年記念式典への参加
・湖南市夏まつりへの北栄町からの訪問団派遣
・「湖南市いじめをなくするサミット」への本
町小中学生の派遣
・石部宿まつりへの北栄町特産物などの出店

・湖南市市制10周年記念式典へ参加。（１０月４日）
・湖南市夏まつりへ訪問団を派遣し、観光PR・特産品の販売など北栄
町をＰＲする。（８月２日）
・８月に湖南市で開催される同サミットに本町の小中学生・教員を派
遣し、学びを通じて交流を深める。
・石部宿まつりで、町の特産物販売や観光ＰＲなどを行う。（１０月
１８日）

・すいかながいもマラソン大会への湖南市ツ
アー団受け入れ
・青少年交流事業　など

・すいかながいもマラソン大会への湖南市ツアー団受け入れ（時期：
７月６日）
・８月に開催される北栄砂丘まつりに合わせ、青少年を受け入れ。

琴浦町 島根県西ノ島町 ○ イベント(帝祭り)参加 後醍醐天皇ゆかりの地 年１回隠岐で行われる帝祭りに町観光協会が参加し、特産品を販売

近江彦根藩藩主井伊直弼の師で
あった仙英禅師ゆかりの地

千葉県松戸市 H13
・二十世紀梨のふるさと　　　　　
　・佐渡ヶ嶽部屋所在地

滋賀県湖南市 ○ Ｈ２２

平成２６年度　各市町村における国内交流事業等一覧

千葉県館山市 H13
南総里見八犬伝のモデルといわれ
る里見氏ゆかりの地

“コナン”を通じた交流

滋賀県彦根市 H24



大山町 （旧大山町）千葉県我孫子市 Ｈ１６ 野鳥
野鳥を通しての交流、ジャパンバードフェスティバル
※H20以降、ＪＢＦへの出展予定なし

（旧名和町）広島県呉市 ○ 市民団体が訪問した場合に経費を補助 Ｈ７ 神田の歴史共有 呉食の祭典への参加等、特産品交流、スポーツ交流

（旧中山町）愛媛県伊予市 Ｈ７ 同町名（中山町）の交流 青少年相互訪問交流

（旧大山町）沖縄県嘉手納町 ○ 小学生の相互訪問 国体ソフト会場 小学生の相互訪問（ホームステイ）、職員の相互交流

全域 北海道東川町 〇 Sea to Summitへの相互参加・訪問 Ｈ25
「大山はだいせんです」つながり
※大雪山の名前の由来が大山

Sea to Summitへの相互参加・訪問

南部町 （旧西伯町） 高知県佐川町 H8 全桜サミット、災害支援協定
特産物販売。災害支援協定
小松谷盆踊保存会が訪問（H18）、法勝寺歌舞伎が訪問（H21）

（旧会見町） 兵庫県宝塚市 H13 花回廊
宝塚市教育委員会を通じて、夏に市内の各学校から生徒（約１００
人）が２泊３日で「森の学校」で交流。

日南町 宮崎県日南市 ○ 日南市内の小学校への雪寄贈 Ｓ６２ 同名自治体 日南市の小学校へ日南小学校（５年生）から雪寄贈(商工会主体)

日野町 東京都杉並第一小学校 〇 ドングリの提供 Ｈ８
日野町出身の教師がドングリを提
供したことによる

日野町出身教師を通じた生徒の来町、農山村体験、オシドリグループ
との交流、ドングリの提供

江府町 島根県西ノ島町 ○ イベントの相互参加・物産販売 Ｓ５４ 大山隠岐国立公園　海と山の交流 小学生の交流・スキー教室（江府町）臨海学校・物産展・体験交流

兵庫県神戸市東灘区魚崎町 ○ 相互の町に出向き、交流する。 Ｓ５９ 学童疎開・西部地震の支援 特産品・農業体験・文化交流

広島修道大学 ○ インターンシップ Ｈ１６ 公共機関の受入を探しておられ、以前から交流があったため。業務の実習体験、交流会
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鳥取市 関西いなば会 ○ 総会、交流会、情報発信等 Ｈ２４ 関西在住の鳥取市出身者 総会への参加、交流会、特産品の紹介等

八頭町 関西八頭町会 ○ 総会、交流会、情報発信等 Ｈ２２ 関西在住の八頭町出身者 総会への参加、交流会、特産品の紹介等

若桜町 関西鳥取若桜会 ○ 親睦交流会、情報発信等 Ｈ１４ 関西在住の若桜町出身者 親睦交流会と桜の植樹を隔年で開催。毎月、広報誌等を発送。

琴浦町 琴浦会（東京・大阪） ○ 交流会開催、情報提供等 Ｈ１７ 町内出身者の会
町出身者との交流（年１回の交流会開催、広報誌の提供、イベント案
内、地元特産品「琴浦三昧」企画斡旋など）

南部町 関西南部町人会 総会、交流会 H６
関西地区に在住する町内出身者の
会

関西地区に在住する町内出身者との交流、特産品の紹介等

東京南部町人会 ○ 総会、交流会 H１６
関東地区に在住する町内出身者の
会

関東地区に在住する町内出身者との交流、特産品の紹介等

日南町 日南町人会（関西、関東） ○ 関東日南町人会（10/5）の開催予定 関西関東在住の町内出身者の会 関西日南町人会総会・交流会（関東関西各年で開催）

日野町 ひの郷会 〇 ふるさと交流会の開催（秋予定） 日野町出身の関西地区在住者 交流会の実施

江府町 奥大山江府町関西交流会 ○ 交流会開催、情報交換等 Ｈ１１ 本町出身者 関西在住の町出身者との交流

町出身者の会


