
令和元年(2019年)５月末時点

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 交流の概要 交流のきっかけ

鳥取市
北海道釧路市 ○ 物産展参加、議員交流 S38

姉妹都市

イベント等での相互交流、市議会議員相互訪問
旧鳥取藩士族の入植

兵庫県姫路市 ○
中学生合宿交流、スポーツ交歓会、

議員交流、公民館交流学習会
S47

姉妹都市

HOTトライアングル、イベント等での相互交流(姫路お城まつり・しゃんしゃ

ん祭り)、中学生の相互交流、スポーツ相互交流、市議会議員相互訪問、公民

藩主・池田家

山口県岩国市 ○ イベント交流、吉川経家剣道大会 H7
姉妹都市

岩国祭り参加、剣道交流
鳥取城と吉川経家

福島県郡山市 ○ 物産展参加、小学生夏季研修交流 H18
姉妹都市

イベント等での相互交流、小学生の相互交流
旧鳥取藩士族の入植

岡山県岡山市 ○
イベントでの相互交流、自治連合会

交流
H18

交流都市

HOTトライアングル、イベント等での相互交流
藩主・池田家

(佐治町) 岡山県岡山市建部町 × H11 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 ○ 未定
亀井公没後400年にあたり、日本遺産にも指定され歴史的、文化的な面での

交流を予定。
城主・亀井家

(青谷町) 大阪府池田市 ○
スポーツ交流(親善野球)、イベント

参加
S50 青少年交流、農産物販売、野球交流 少年自然の家建設

米子市
愛媛県大洲市 ○ 大洲市へ訪問団を送る（予定） H13 関連する文化財めぐり、懇親会等

大洲に移った米子城主・加藤貞泰

中江藤樹成長の地

(中海水鳥国際交

流基金財団)

藤前干潟ジュニア･レンジャークラブ名

古屋市

ｺﾞﾋﾞｳｽラムサール探偵団･出雲市

○ 子どもラムサール交流会 H17 ラムサール条約登録湿地の保全活動について相互に情報交換を行う。
中海のﾗﾑｻｰﾙ条約の登録・鳥取県と島根県の連携事

業

倉吉市
千葉県松戸市 ○ 小学生交流（派遣） H13 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。

二十世紀梨のふるさと

佐渡ヶ嶽部屋所在地

千葉県館山市 ○
倉吉せきがね里見まつり

館山市での南総里見まつり
H13

倉吉せきがね里見まつりへの招待

南総里見まつりへの参加

南総里見八犬伝のモデルといわれる里見氏ゆかり

の地

滋賀県彦根市 × H24
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

境港市
徳島県鳴門市 ○

みなと祭への阿波踊り連招聘

阿波踊りへの参加
H25

夏祭りの相互参加（Ｈ27年度～）

鳴門市が境港水産まつりに観光ブースを出展（Ｈ26年度～）
防災時応援協定締結

東京都調布市

東京都大田区

大阪府岸和田市

大阪府大正区

山梨県甲府市

× 朝ドラ舞台地ネットワーク物産&PR
H24

H25

朝ドラ舞台地が一堂に会した「朝ドラサミット」の開催（Ｈ24年度）

朝ドラ舞台地ネットワーク物産&PR（Ｈ25～Ｈ27年度）

朝ドラ舞台地ネットワーク連絡会議の開催（Ｈ25～Ｈ26年度）

岸和田市「だんじり祭」での観光PR（H26年度～）

「ゲゲゲの女房」放送

「梅ちゃん先生」放送

「カーネーション」放送

「純と愛」放送

「花子とアン」放送

徳島県三好市

岩手県遠野市
○ 怪フォーラム2019の開催 H24 「怪フォーラム」の開催（Ｈ24～） 「怪遺産」の認定

東京都調布市 ○
ゲゲゲ忌

水木しげる生誕祭
H28

ゲゲゲ忌（11月）での観光ＰＲ

水木しげる生誕祭（3月）での観光ＰＲ

水木しげる先生が亡くなった後に相互にイベント

を開催し、観光ＰＲを通じて交流

沖縄県伊平屋村 ○ 小学校５年生の交流（相互訪問） H8
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＞）

海産物のきむらやさんが仕入れるもずくが伊平屋

村産

岩美町 沖縄県国頭村小学校 ○ 小学校の相互訪問 S61 小学校児童の相互訪問（10月8日～11日訪問、1月28日～1月31日受入） 国体ウエイトリフティング会場

東京都武蔵野市 ○

武蔵野市交流市町村協議会への参

加、イベント参加（さくらまつり、

青空市）

H15
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）

「都市と農山漁村の相互交流に関する覚書」

（H15）

東京都目黒区 × H13 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 童謡唱歌

千葉県松戸市 × H15 食（鍋料理）を通しての交流。 「七福神鍋コンテスト」に「ばばちゃん鍋」で参

若桜町
福井県若狭町 ○

友好交流サミット、イベントへの出

店、学習交流など
H28

H28年度に友好交流協定を締結

交流会の開催、道の駅やイベントで各町の特産品を販売
町が同名

兵庫県多可町 ○
友好交流サミット、イベントへの出

店、学習交流など
H28

H28年度に友好交流協定を締結

交流会の開催、道の駅やイベントで各町の特産品を販売
SL誘致

智頭町 国内各地域 ○ 引き続き登録者を募集する H23

名称「疎開保険」。災害時、避難生活のストレスから逃れる避難先として智

頭町の民泊を提供する保険。災害が発生しなかった場合、町の特産品を贈

る。

町長発案

鳥取市・若桜町・八頭町・岩美町・新温

泉町・香美町(因幡・但馬麒麟のまち連

携中枢都市圏に所属する市町村)

○
イベント等を紹介するリレー記事を

作成し広報誌に掲載 他
H29

鳥取・因幡定住自立圏の形成に関する協定から発展し成立。人口減少を背景

に、医療・福祉、産業、農林水産業、地域公共交通など様々な分野で行われ

てきた連携をこれまで以上に充実・発展させることで、住民サービスの向

上、圏域全体の活性化を目指す協定。

人口減少、超高齢化社会においても社会経済を維

持することを目的とした国の連携中枢都市圏構想

によるもの

NPO法人「日本で最も美しい村」連合

加盟村
○

加盟村による人的交流の他、SNS等

を利用して共同で行う情報発信など
H22 連合加盟村間の人的交流、相互情報発信など 2010年9月 連合に加盟したため

兵庫県…粟倉市、上郡町、佐用町、西播

磨県民局

岡山県…美作市、西粟倉村、美作県民局

鳥取県…智頭町、鳥取県東部振興監

○ 会議、勉強会等 H26
兵庫県、岡山県、鳥取県の県境に近接した市町村が相互に連携、協力しなが

ら交通、観光、産業、教育、定住促進などの活性化を目指す。

岡山県奈義町 ○
那岐山ふれあい登山(今年度は雨天に

より中止)
S61

岡山県奈義町との合同登山。智頭町、奈義町のそれぞれの登山口から那岐山

に登り、頂上で出会う。頂上では、じゃんけん大会の他、この登山限定の消

印を押した郵便の送付などを行う

八頭町 （旧船岡町） 神戸市駒ヶ林小学校 ○ 小学生の社会見学 Ｈ９ 小学生の社会見学 学童疎開、震災体験

（旧船岡町） 神戸市長田区 ○ まちの文化祭参加（１１月末・長田 Ｈ25 八頭町産の特産品等を販売 学童疎開

（旧船岡町） 東京都武蔵野市 ×
家族自然体験交流受入（隔年８月・

志子部集落）
Ｈ15 自然体験交流受入（隔年で受け入れ。今年度は予定なし。） 「都市と農山漁村の相互交流に関する覚書」

（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

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

（住吉区が主だが、堺市、姫路市、米子市も野球交流大会に参加し、宿坊や

農家民泊等を行っている。）

少年野球西日本大会

（旧八東町） 大阪市住吉区他 ○ 住吉区民まつり Ｈ５ 八頭町産の特産品等を販売 少年野球西日本大会

三朝町

京都府城陽市 ○

町内小学生の派遣交流（8月）

城陽市主催産業祭りへの参加(11月)

キュリー祭への招待（8月）

H14
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

（城陽産業まつり・キュリー祭）
首長の縁

滋賀県大津市（坂本集落） H17
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。
同名地名（坂本）

茨城県大洗町 ○

大洗町友好都市物産館への出品

大洗あんこう祭への参加（11月）

キュリー祭への招待（8月）

H23

H23.12.2に日本原子力研究開発機構の研究施設がある大洗町・岡山県鏡野

町・三朝町で防災応援協定を締結。今年度は大洗町主催のまつりに参加予

定。

東日本大震災をきっかけとした防災応援協定の締

結

滋賀県多賀町 ○
多賀ふれあい市への参加（10月）

キュリー祭への招待（8月）
H29

祭りの相互交流（多賀大社大祭、キュリー祭）、定住自立圏同士の「災害応

援協定の締結」、温泉提供等による「観光PR」。

公共事業（ダム建設）中止に伴う地域振興に取り

組む町として情報交換を行ってきたことをきっか

けとした交流

湯梨浜町 福島県川俣町

滋賀県長浜市

京都府京丹後市

大阪府高石市

沖縄県宜野湾市

倉吉市

○
各市町で開催されるイベントへの参

加
H26

天女・羽衣伝説を有し天女を活用したまちづくりを実施している自治体が連

携し、情報発信などを行う。
羽衣天女伝説

高知県吾川郡仁淀川町 ○ 桜の苗木贈呈を受け、本町に植樹 H29
宇宙を旅した生命力の強い桜「宇宙桜」植樹を通じて、その苗元である自治

体と相互交流の興す。
「宇宙桜」植樹事業

北栄町

滋賀県湖南市 ○ イベント等相互参加 H22

湖南市：湖南市夏まつり、石部宿まつりに参加（観光PR・特産品の販売、青

少年交流）

北栄町：すいかながいも健康マラソン、北栄砂丘まつりへの参加受入（観光

PR・特産物の販売、青少年交流）

"コナン"を通じた交流

令和元年度(平成31年度) 各市町村における国内交流事業等一覧
交流推進課



日吉津村
沖縄県読谷村 ○ 日吉津小学校５・６年生の交流 H26 小学生の民泊・交流 保護者の相互交流

わかとり国体開催時の教育長の縁

村つながり

大山町

（旧名和町） 広島県呉市 × H7

呉食の祭典への参加等、特産品交流、スポーツ交流

（Ｈ28まで町民団体訪問時の経費補助を行っていたが、Ｈ29以降行っていな

い）

H30は7月豪雨で呉市が被災したため、復興支援を目的としたふるさと納税の

代理受領を実施。

大山町神田地区の歴史共有

（旧大山町） 沖縄県嘉手納町 ○ 小学生の相互訪問 S60 小学生の相互訪問（ホームステイ）、職員の相互交流 国体ソフト会場

北海道東川町 ○ Sea to Summitへの相互参加・訪問 H25 Sea to Summitへの相互参加・訪問
「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

南部町 該当なし

伯耆町 沖縄県読谷村 ○ 教育文化交流 H27 小学生、高校生の相互訪問交流 平成26年1月に教育交流協定を締結

米子市義方校区

(義方公民館及び青少年育成会)
○

農業体験

農産物のＰＲ

自然体験

公民館同士の相互交流

小学生の交流

H21

日光⇒義方

・義方公民館祭への出店

・ゴズ釣り交流会への参加

義方⇒日光

・大山日光清流祭り

・野菜収穫交流イベント

・日光ふるさとまつりへの出店

西部総合事務所の「致死太中山間地域の交流マッ

チング支援事業」により、義方公民館祭への出店

が最初。

(野菜・新米等の即売、おにぎり・豚汁の販売)

日野町
ふるさと住民票登録者 ○

ふるさと住民票を取得された方を対

象に交流会やモニターツアーの開催
H30

ふるさと住民票に登録している人および町関係者同士で交流会を行う。（主

に日野町にゆかりのある方、ふるさと納税をされた方等）
ふるさと住民票を通じて

江府町

島根県西ノ島町 ○

小学生スキー教室・臨海学校交流

イベントの相互参加・物産販売

両町特産品を活用した商品開発

S54 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 大山隠岐国立公園 海と山の交流

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 特産品・農業体験・文化交流 学童疎開・西部地震の支援

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 交流の概要 構成

鳥取市 関西いなば会 ○ 総会、交流会、情報発信等 H24 総会への参加、交流会、特産品の紹介等 関西在住の市内出身者

岩美町 関西岩美倶楽部 ○ 総会、懇談会等 H24 総会等への参加（意見交換等） 関西在住の町内出身者

若桜町 関西鳥取若桜会 ○ 役員会、ふるさと訪問、情報発信な H14 役員会への参加、交流会など 関西在住の町内出身者

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

琴浦町 琴浦会（東京・大阪） ○ 会員交流会、各種情報提供 Ｈ17
町出身者との交流（年１回の交流会開催、広報誌の提供、イベント案内な

ど）

大山町 だいせんファンクラブ ○ 大阪で交流会を実施
大山町出身者の交流会を実施し、情報交換や大山町の取組みを紹介してい

る。
町外在住の町内出身者

南部町 関西南部会（町人会） ○ 総会、交流会 H6 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 関西在住の町内出身者

南部町 関東なんぶ会（町人会） ○ 総会、交流会 H16 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 関東在住の町内出身者

日南町 日南町関東町人会 × - 不明 東京にて日南町民と会員との交流会開催 関東在住の町出身者

日南町 日南町関西町人会 ○ 交流会 不明 大阪にて日南町民と会員との交流会開催 関西在住の町出身者

日野町 ひの郷会（関西在住者） ○ ふるさと交流会の開催（夏予定）
日野町出身者との交流会を実施し、情報交換や日野町の取組みを紹介してい

る。
関西在住の町内出身者

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 関西在住の町出身者との交流 関西在住の町内出身者

（市町村出身者の会）


