
 

平成 29年度第１回文京区東京 2020オリンピック・パラリンピック推進本部 次第 

日時：平成 30年 1月 24日（水）9：30～ 

場所：庁議室 

 

 

１ 文京区東京 2020オリンピック・パラリンピック取組方針に基づく取組状況について 

【資料第１号～第４号】 

２ 東京 2020オリンピック・パラリンピックに関する課題について 

【資料第５号】 

３ その他 

【資料第６号】 

 

資料                                               

構成員名簿（平成 29年 12月 28日現在） 

【資料第１号】文京区東京 2020オリンピック・パラリンピック取組基本方針 

【資料第２号】東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けた文京区の主な取組スケジュール 

【資料第３号】東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けた文京区の主な取組状況 

【資料第４号】平成 29年度オリンピック・パラリンピック推進事業一覧表 

  ＜補足資料 ４－１＞「オリンピック・パラリンピックこども新聞」創刊号 

  ＜補足資料 ４－２＞「ぶんきょうくパラスポーツぬりえ」 

  ＜補足資料 ４－３＞「文京区わんねこ競技紹介」 

【資料第５号】オリンピック・パラリンピックに関する課題への対応について 

【資料第６号】スポーツ振興等事業費補助金及び観光インフラ整備支援補助金の活用状況について 

 

≪参考資料≫Ｐ １～ 「ホストタウンの第五次登録について」 

Ｐ１１～ 「ＪＥＴプログラムの活用」 

Ｐ１７～ 「東京 2020参画プログラム ホストタウンの活動の認証について」 

Ｐ２１～ 「知ってる？TOKYO2020ボランティア」チラシ 

Ｐ２３～ 「東京 2020参画プログラムについて」（スローガンについて） 

Ｐ２５～ 「大会マスコットの投票とマスコット投票宣言について」 

Ｐ２９～ 「東京 2020 Nipponフェスティバルについて」 

Ｐ３５～ 「共生社会ホストタウンについて」 



平成29年12月28日現在

職　名 氏　名

1 本 部 長 成　澤 　廣　修 区長

2 副本部長 瀧　　　 康　弘 副区長

3 副本部長 南　　　 新　平 教育長

4 吉　岡　 利　行 企画政策部長

5 渡　部　 敏　明 総務部長

6 八　木　 　　茂 危機管理室長

7 林　　 　顕　一 区民部長

8 田　中　 芳　夫 アカデミー推進部長

9 須　藤　 直　子 福祉部長

10 椎　名 　裕　治 こども家庭部長

11 石　原　　　 浩 文京保健所長(保健衛生部長兼務)

12 中　島 　　　均 都市計画部長

13 中　村 　賢　司 土木部長

14 松　井 　良　泰 資源環境部長

15 鵜　沼 　秀　之 施設管理部長

16 山　本　 育　男 会計管理者

17 久　住　 智　治 教育推進部長

18 野　田 　康　夫 監査事務局長

19 佐　藤 　正　子 議会事務局長

20 加　藤 　裕　一 企画政策部　企画課長

21 新　名 　幸　男 企画政策部　財政課長

22 久　保 　孝　之 企画政策部　広報課長

23 石　嶋　 大　介 総務部　総務課長

24 松　永　 直　樹 総務部　職員課長

文京区2020年東京オリンピック・パラリンピック推進本部
構成員名簿（庁議構成員）



文京区東京 2020オリンピック・パラリンピック取組基本方針 

平成 27年 1月 21日推進本部決定 

 

（１） 趣旨 

  2020年に向けて、スポーツのみならず、経済や文化、観光、国際交流、教育など、様々

な分野で取組が必要であり、大会終了後を見据えながら、全庁一丸となって東京オリン

ピック・パラリンピックを成功させるための取組基本方針とする。 

 

（２） 取組の方針 

① スポーツ、文化を普及し発展させる 

  ・アスリートの育成 

  ・スポーツの推進   

  ・障害者スポーツの普及・促進 

  ・歴史、文化の紹介 

  ・文化イベントの実施 

  

② 国内外からのお客様を迎えるため、観光・商業の活性化を行う 

  ・観光促進 

  ・商業振興 

 

③ 大会に向けて気運を高め、区全体でおもてなしをする 

  ・ボランティアの養成 

  ・多言語対応 

  ・国際理解の推進 

・心のバリアフリーの推進 

  ・学校教育におけるオリンピック・パラリンピックの理解 

・気運の醸成 

  ・協力体制の構築 

 

④ 大会を成功させるための準備を行う 

  ・練習会場の誘致 

・バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化 

  ・多言語化の推進 

  ・施設整備、改修 

  ・環境整備 

  ・防犯、防災の推進 

【資料第  号】 

【資料第  号】 
資料第 １ 号 



（３） 取組によるレガシー 

  ・スポーツ、文化の振興 

・スポーツ施設の整備・拡充 

・国内外からの観光客等の増加 

・文の京の認知度の向上 

・区内経済の発展 

  ・ボランティア制度の確立 

  ・区内の協力・連携体制の強化 

・バリアフリー化などインフラ整備の充実 

【資料第  号】 



東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けた文京区の主な取組スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年1月24日現在

【区の課題】　１　スポーツ・文化振興　　　２　観光・商業の活性化　　　３　気運の醸成　　　４　練習会場の誘致

2015/H27年度（5年前） 2016/H28年度（4年前） 2017/H29年度 （3年前） 2018/H30年度 （2年前） 2019年/H31年度 2020年/H32年度 都のレガシー

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

●エンブレム決定 ●1000日前
 　 国・都等の ●なでしこＷ杯 ●ｱｸｼｮﾝ＆ﾚｶﾞｼｰ2016 (10/27) ●プレ大会開催

　動向 ●ホストタウン構想 ●リオ大会 ●公式練習会場決定 ●聖火リレー開始 ●公式練習

●追加競技種目決定 ●マスコット投票開始 ●男子サッカーＷ杯 ●ラグビーＷ杯日本開催 ●競技大会開催

●フラッグツアー ●大会ボランティア募集開始 新国立競技場完成● ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ：7/24～8/9

●参画プログラム ●都市ボランティア募集開始 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ：8/25～9/6

ボランティア戦略策定●

ボランティアサイト開設● (文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)beyond2020●

　　区全体の動き ●アカデミー推進計画（H28～） ●基本構想実施計画（H29～）

　　区東京2020大会推進本部 ●野球・ソフトボール復活への取組 ホストタウン登録● ●実行委員会の準備・設立・運営 ●事前準備の取組 ●大会直前の取組

第1回● 第1回● ●第2回 ●第1回

フェーズ 取組項目 ●人々の関与 ●人々の参加 ●最大の歓喜 区のレガシー

スポーツ アスリート育成 ☆BJAA【選手の発掘・育成・強化】 ☆第2期 BJAA ＢＪＡＡ（リニューアル） ＢＪＡＡ ＢＪＡＡ

スポーツの推進（する） ●ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝ教室講演会 ●講演会 サッカー教室実施● スポーツ教室実施 ●スポーツ振興

スポーツの推進（観る/支える） なでしこPV ●リオPVの開催 平昌冬季大会PV● ●男子サッカーＷ杯PV ●ラグビーＷ杯PV ●東京大会PV

☆女子ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ創設・応援・なでしこPV ☆スポーツボランティア養成講座

☆スポーツボランティアの育成 ●スポーツ指導者の新しい仕組み

ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄﾜｰｸ立ち上げ● ★スポーツセンターリニューアル事業

障害者スポーツへの取組 ●個人利用促進事業 ☆ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰの普及振興(～H32)　 ゴールボール体験会 ●障害者スポーツ

●利用促進（車椅子体験、ﾌｫｰﾗﾑ）●展示 ●ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ教室 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ教室● ●ブラインドサッカー教室

練習会場の誘致 ☆スポセン改修実施設計 改修工事(～H30)★ ★リニューアルオープン ●公式練習会場

文化 歴史・文化の紹介 ●'64東京五輪関係資料展示 ☆ポスコン ☆みんなで楽しむ能プロジェクト ●小中学生を対象に鑑賞、体験を実施 ●伝統文化等への

●ｽﾎﾟｰﾂﾐｭｰｼﾞｱﾑ展示 ☆かるたの街文京 ●かるた関連事業の実施（小中学生向けかるた教室） 理解の推進

●文化資源マップの制作 ●データベース化 ●文化資源マップのデータベース化 スマートフォン向け地図の公開　データの随時追加更新

●学校給食での和食文化の継承・紹介 ●和食の日、講習会 ●和食の日、講習会

★まるキャンマーケット

文化イベントの実施 日本の響き、世界の調べ● 日本の響き、世界の調べ● 日本の響き、世界の調べ● ●文化振興

文京ミューズフェスタ● 文京ミューズフェスタ● 文京ミューズフェスタ● ●文京ミューズフェスタ

●秋の文化祭 ●秋の文化祭 ●区制70周年記念イベント ●秋の文化祭

●東京五輪50周年関連展示 ●文化発信プロジェクト(高津川流域自治体、NHKとの共催事業)

●文京アカデミア講座 ●歌壇・俳壇

国際交流 国際理解の推進 ☆海外都市探検ツアー ☆海外都市探検ツアー ●国際交流活性化

国際交流ﾌｪｽﾀ● 国際交流ﾌｪｽﾀ● 国際交流ﾌｪｽﾀ● 国際交流ﾌｪｽﾀ●

☆カイザースラウテルン姉妹都市提携30周年事業 ★カイザースラウテルン市訪問団受入

ホストタウン ホストタウン登録● ●ホストタウンミーティング ★ﾎｽﾄﾀｳﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

★CIRの導入 ドイツ料理の日キャラバン

観光・商業 観光促進 ☆観光促進ﾀｳﾝｶﾞｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ●観光業界との協力 吾輩探訪☆ ●観光客の増加

☆新江戸川公園周辺地域魅力創出 ●刀剣乱舞コラボ事業 文豪ストレイドッグスコラボ事業☆☆ 文京区デジタルジャーニー 向上

●観光案内標識管理　 ●観光案内標識板面更新 ●観光PRポスター作成 ●観光協会HPﾘﾆｭｰｱﾙ ★インバウンド歓迎戦略2018

☆展望ラウンジ観光拠点化 ★展望ラウンジ超観光拠点化事業

商業振興 ●ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付宿泊ﾌﾟﾗﾝ事業 ☆商店街エリアプロデュース ☆下町魅力発信 ☆商店街WI-FI整備 支援の実施　重点エリアの選定

●飲食店等外国人対応の検討 ☆ウェルカム商店街 ☆商店街HP多言語化●外国人おもてなしセミナー 商店街おもてなし情報発信 ●区内経済の発展

☆文京伝統工芸体験  ★「来て見て体験」伝統工芸イベントの開催

おもてなし ボランティアの養成 ☆おもてなし隊の育成(語学ボランティア) ●ボランティア

☆スポーツボランティアの育成(再掲) ★リーダー養成 ●大会ボランティア・都市ボランティアの募集に繋げる

文京バックアッパーズ☆

多言語対応 ☆庁内留学inBUNKYO☆多言語化サポート事業

☆B-ぐるﾙｰﾄﾏｯﾌﾟ外国語版作成 ●役所手続き書類の多言語化（英中韓）●翻訳対象文書の多言語化 ●多言語化推進

☆文京区版対訳表作成（随時更新） ●観光マップ外国語版増刷●ﾐｭｰｽﾞﾈｯﾄﾏｯﾌﾟ（英語版）作成 ●ﾐｭｰｽﾞﾈｯﾄﾏｯﾌﾟ（英語版）発行ﾐｭｰｽﾞﾈｯﾄﾏｯﾌﾟ（英語版）発行 ●ﾐｭｰｽﾞﾈｯﾄﾏｯﾌﾟ（英語版）発行

☆文京区版対訳表作成（随時更新） ●森鷗外記念館解説多言語化 ☆商店街HP多言語化(再掲)●ごみ資源の分け方出し方（英中韓）

心のバリアフリーの推進 ●ふれあいの集いの拡充 ●障害者差別解消法普及・啓発 ●ふれあいの集い ふれあいの集い（スポーツ車いす、ボッチャ体験コーナー）●

教育・子ども 体力・言語力の向上 ☆ALTを活用、英検受検機会の保証 ⇒拡大 ★英語体験学習事業

☆体力向上アドバイザー、トレーナー、専門医の派遣

オリパラの理解 ☆1日校長先生

●ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進校 ●区立全校に拡大 ☆学校給食での和食文化の継承・紹介(再掲) ●ASJいのちの教室

●オリパラに向けた図書の充実 外国図書、オリンピック関連図書の充実、講演会、資料展示の実施

気運醸成 気運の醸成 ☆キックオフイベントの開催 ☆気運醸成プロジェクト（PRイベント、気運醸成補助事業等）

●野球・ソフトボール復活への取組 ●参画プログラムの推進

●壮行会 ●メダル報告会 ●フラッグ装飾 ●柱巻

●みんなのメダルプロジェクト

●ふれあいサロン 「誰でもスポーツ～リオで大注目！ボッチャをやってみよう！～」

発信 ☆B2F区民ひろば にぎわい化計画（ﾏﾙﾁﾋﾞｼﾞｮﾝ改修）　⇒　活用によるにぎわい化　イベントでの活用 ●平昌冬季大会PV（再掲） ●男子サッカーW杯（再掲） ラグビーＷ杯PV（再掲）● ●東京大会PV（再掲）

☆オリンピック・パラリンピックこども新聞

協力体制の構築 ●大学等との連携 一層強化 ●ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄﾜｰｸ立ち上げ（再掲） ★スポーツセンターリニューアル事業（再掲） ●連携体制の強化

環境整備 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ ☆バリアフリー基本構想 ☆ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想重点整備地区別計画  ●施設等のバリアフリー化 ●インフラ整備の

多言語化の推進 ☆B-ぐるの外国語表記整備 充実

☆区内統一案内標識の多言語化及び設置  ●区有施設及び区内の多言語対応(随時更新)

●ごみ出しﾘｰﾌﾚｯﾄの多言語（４か国語）

施設整備・改修 ●自転車道整備 （測量調査） ●詳細設計 ●自転車走行空間の整備工事

●小石川運動場整備検討 六義公園運動場防球ネット増設● ●六義公園運動場管理棟建て替え工事計画

環境整備 ●公衆無線LAN検討 ☆公衆無線LAN整備(～H31)　 ☆商店街WI-FI整備(再掲)

☆自転車シェアリング ●実証実験 ☆自転車追加配備　サイクルポート新規開設 自転車追加配備　サイクルポート新規開設

☆歩行喫煙等禁止の周知・啓発

●公園・公衆トイレの整備 ☆整備工事・次年度工事実施設計 整備工事　次年度・工事設計予定

防犯・防災の推進 ☆避難所表示板の多言語対応

【記号説明】　☆…過年度重点施策　　★…当年度重点施策　　●…重点施策でない事業、または今後想定できるもの　　【用語説明】  BJAA…文京ジュニア・アスリート・アカデミー　

資料第 2 号

意欲の向上

●外国人にやさ

しいまちづくり

●東京2020 大会開

催基本計画(H27年2

月)

●国内外旅行者のた

めのわかりやすい案

内ｻｲﾝ標準化指針(東

京都)(H27年2月)

「2020年に向け

た東京都の取組ー

大会後のレガシー

を見据えてー」策

定(H27.12)

※大会後のレガ

シーを見据えた8

つのテーマへの取

組

●ｳｫｰｷﾝｸﾞ

●ｻｯｶｰ教室

●追加競技体験



1

スポーツ アスリート
育成

BJAA【選手の発掘・育成・強
化】

子どもたちがスポーツを通じて様々な経験を重ね、将来ア
スリートとして活躍するという夢に向けた一歩を応援する2
年1期の事業。スポーツ団体や大学等がもつ専門的な知識
による高いレベルの指導により、どのスポーツでも共通する
身体づくりを行うとともに、メンタル面や栄養面等についても
サポートできる体制を整え、技術向上だけにとどまらず、総
合的な支援を行うことで、優秀な選手の発掘・育成・強化を
図る。

スポーツ振興課 平成26年度～ ● ● ● ● ○

2期2年目となる今年度は、月に2回程度様々な競技（11種
目）の体験を行った。残り2種目の実施を予定している。ま
た、スポーツ栄養学をテーマに保護者向けの講座を実施し
た。1月にはスポーツ傷害をテーマに同様の講演会を行う。

講習会は年4回、区内体育施設と順天堂大学さくらキャンパ
スにて交互に実施する。保護者向けの公開講座は引き続
き年に2回実施する。

2

スポーツ スポーツの
推進

オリンピアン・パラリンピアン
等によるスポーツ教室

オリンピアン・パラリンピアン等によるスポーツ教室等を開
催し、オリンピック・パラリンピックへ向けた気運醸成とス
ポーツ実施の機会を提供する。

スポーツ振興課 平成28年度～ ― ― ● ○ ○
今年度は2月に区内の小学4・5年生を対象にJFA派遣コー
チ（調整中）によるサッカー教室を行う。

オリンピアン・パラリンピアン等によるスポーツ教室の実施
を検討中。

3

スポーツ スポーツの
推進

オリンピアン・パラリンピアン
による講演等による啓発、ス
ポーツ事業の推進

オリンピアン・パラリンピアンによる講演や教室等を開催し、
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成
のための各種スポーツ事業を推進する。

スポーツ振興課 平成27年度～ ― ● ● ● ○

①9月にアテネパラリンピックに出場した高田朋枝選手
（ゴールボール）によるスポーツボランティア養成講座を実
施した。
②3月にパラ水泳の木村敬一選手によるスポーツボランティ
ア養成講座を実施予定。

オリンピアン・パラリンピアン等による講演会を検討。

4

スポーツ スポーツの
推進

女子サッカークラブ創設・応
援

区内在住・在勤・在学の中学生以上の女性を対象としたク
ラブチームを区と地域の協働により創設し、文京唯一の地
域密着型女子クラブチームとして、大会等に参加する。ま
た、地域にチームを知ってもらい、地域でチームの活動を応
援する。

スポーツ振興課 平成27年度～ ― ● ● ● ○

①毎月第４木曜日にＪＦＡトレセンコーチを派遣した。
②練習及び試合会場確保（小石川運動場）
③各体育施設等においてチラシの配布及びポスターの掲
示を行い周知を図った。
④東京都リーグ3部リーグにおいて２位となり、次年度の昇
格をつかんだ。

チームの運営体制が整ったためＪＦＡトレセンコートの派遣
については29年度限りとなる。引き続き試合情報の周知
や、練習及び試合会場として小石川運動場の確保を行って
いく。

5

スポーツ スポーツの
推進

パブリックビューイング
トップレベルの大会について、区民とともに応援するパブ
リックビューイングを実施し、大会気運を高める。

スポーツ振興課 平成26年度～ ● ● ● ● ○

5月にB.LEAGUE FINAL2016-17、8月に2018男子サッカー
ワールドカップのアジア最終予選のパブリックビューイング
を実施。1月はB.LEAGUE ALL-STAR2018、2・3月には平昌
2018冬季オリンピック・パラリンピック競技大会のパブリック
ビューイングを実施予定。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、見
るスポーツを推進していくためにトップレベルの大会のパブ
リックビューイングを実施する。

6

スポーツ スポーツの
推進

スポーツ推進事業（オリンピッ
ク・パラリンピック推進）

東京2020大会に向けて、スポーツを通じた気運醸成を図り
つつ、スポーツを推進する。

スポーツ振興課 平成28年度～ ― ― ● ● ○
ウォーキングなど身近に始められる事業など、東京2020大
会に向けて、スポーツを通じた気運醸成を図りつつ、スポー
ツ推進事業を実施した。

東京2020大会に向けて、スポーツを通じた気運醸成を図る
事業を実施する予定。

7

スポーツ スポーツの
推進

文の京スポーツネットワーク
事業

区内スポーツ関係団体等の横断的な会議体を設立し、複
数の団体や企業によるイベントやスポーツ教室、教養講座
等の提案や企画を行う。

スポーツ振興課 平成29年～ ― ― ― ● ○
10月に、区内スポーツ団体、企業、大学等22団体が集ま
り、区スポーツ振興行政施策の説明や今後の課題等につ
いて意見交換を行った。

スポーツネットワーク所属団体等が連携した事業を実施す
る。

8

スポーツ 障害者ス
ポーツへの
取組

「体育の日」等における「障害
者スポーツ用車いす試乗体
験」等

多くの区民が参加する体育の日イベントにおいて、障害者
スポーツ用（バスケットボール用）車いすの試乗体験事業を
実施する。また、パラリンピック等の障害者スポーツに関す
るDVD上映コーナーを設置する。

障害福祉課
平成26年度
～平成27年度

● ● ― ― ―

9

スポーツ 障害者ス
ポーツへの
取組 共生のための文京地域支援

フォーラム

平成28年4月の障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律の施行に向けて、障害の有無に関わらず、共に
様々な活動に参加できる地域社会を実現することを目指し
て同法の普及及び啓発事業を実施する。

障害福祉課
平成26年度
～平成27年度

● ● ― ― ―

10

スポーツ 障害者ス
ポーツへの
取組 関係団体等連絡会設立、環

境の整備

障害者スポーツ事業の推進にあたり、関係部署・団体によ
る連絡会を開催し、区のスポーツ事業等に関する取組みや
情報を共有し、今後の方向性や事業内容、協力体制などに
ついて検討する。
また、連絡会での意見交換を活かした事業の開発や環境
の整備を進める。

スポーツ振興課 平成26年度～ ● ● ― ● ○ 各関係団体と個別事業毎に連絡を取り、連携を図った。 各関係団体と個別事業毎に連絡を取り、連携を図る。

事業概要 H29 H30 H31 H32
平成29年度 取組状況
（29年12月22日現在）

平成30年度以降取組予定

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けた文京区の主な取組状況（継続事業）  （Ｈ29.12月調査）

H28フェーズ 取組項目 所管課 実施期間 H26 H27取組・事業例（27年度記載）

資料第 ３ 号 



事業概要 H29 H30 H31 H32
平成29年度 取組状況
（29年12月22日現在）

平成30年度以降取組予定H28フェーズ 取組項目 所管課 実施期間 H26 H27取組・事業例（27年度記載）

11

スポーツ 障害者ス
ポーツへの
取組 個人利用促進事業

障害者スポーツの推進のため、障害者がスポーツ施設を個
人で利用できるようにサポートを行う。

スポーツ振興課 平成27年度～ ― ● ● ● ○

障害者が個人でスポーツ施設を利用できるサポート事業の
実施
・平成29年12月末までに計14回実施済み。（29年度は18回
実施予定）

今年度同様に事業を実施する予定。（年18回）
30年度中にリニューアルオープンする施設についても利用
促進する予定。

12

スポーツ 障害者ス
ポーツへの
取組 パラリンピック気運醸成事業

～ブラインドサッカーの普及
振興～

①小・中学校でのブラインドサッカーの普及
②サッカーイベントを通じ、ブラインドサッカーの認知度向上
③日本ブラインドサッカー協会、日本サッカー協会、区内の
視覚特別支援学校との連携強化

スポーツ振興課 平成28年度～ ― ― ● ● ○

9月にブラインドサッカー体験および東日本リーグ第3節の
試合観戦を実施した。今年度は併催イベントとしてTOKYO
UNITED FCのコーチによる弱視児童対象のサッカー教室
を実施した。

平成30年度以降も引き続き実施する予定。

13

スポーツ 障害者ス
ポーツへの
取組

パラスポーツの理解促進
パラリンピックと通じた障害者スポーツの理解促進のため、
様々な障害者スポーツを体験・紹介する機会を設ける。

スポーツ振興課 平成28年～ ― ― ● ● ○
9月にスポーツボランティア養成講座としてアテネパラリン
ピックに出場した高田朋枝選手による講演会及びゴール
ボール体験会を行った。

パラスポーツの理解促進に繋がる事業を検討していく。

14

スポーツ 練習会場
の誘致

スポーツセンター改修実施設
計

老朽化の進行した施設の改修、耐用年数を過ぎた各種設
備等の更新と合わせて、施設全体のバリアフリー化、地球
温暖化対策や省エネルギー対策等へ対応した施設とする
ため、全面的なリニューアル（改修）工事を実施する。

スポーツ振興課＜
施設＞

平成27年度
～平成28年度

― ● ● ― ― ― ―

15

スポーツ 練習会場
の誘致

スポーツセンター改修

老朽化の進行した施設の改修、耐用年数を過ぎた各種設
備等の更新と合わせて、施設全体のバリアフリー化、地球
温暖化対策や省エネルギー対策等へ対応した施設とする
ため、全面的なリニューアル（改修）工事を実施する。

スポーツ振興課＜
施設＞

平成27年度
～平成30年度

― ― ● ○ ○ 平成29年2月1日より休館し、3月24日より工事着工。
平成30年5月31日工事完了、引き渡し予定
平成30年6月30日リニューアルオープン
平成30年7月1日供用開始

16

スポーツ 練習会場
の誘致

小石川運動場整備検討

ＪＦＡの公認を取得している人工芝敷設の小石川運動場に
ついて、観るスポーツ面の環境整備等を目的とし、観客席
の整備を行う。併せて、路上生活者対策事業「文京寮」とし
て使用していた当施設の敷地を含めた全体整備計画を策
定し、整備工事を実施する。

スポーツ振興課＜
施設＞

平成27年度
― ● ― ― ― ― ―

17

スポーツ 練習会場
の誘致

六義公園運動場管理棟等改
築

老朽化した管理棟や用具倉庫等の管理施設を取り壊し、会
議室や更衣室等も併設し、バリアフリー化及び省エネル
ギー対策などの施されたクラブハウスに建て替える。

スポーツ振興課＜
施設＞

平成29年度～ ― ― ― ○ ○
平成30年1月16日～30日の期間で、防球ネットの増設工事
を行う。

平成30年以降、管理棟建て替え工事を計画中。

18

文化 歴史・文化
の紹介

文京ふるさと歴史館特別展
「復興への想い－生きよ！
もっと強く－」

第二次世界大戦の終結から70年、関東大震災から92年と
なる平成２７年に、戦争や自然災害からの「復興」をテーマ
に、関連資料を展示し、歴史に残る記録と、人びとの心に遺
る記憶から学ぶ。あわせて高度経済成長の資料として、昭
和39年の東京オリンピック関係資料も展示する。

アカデミー推進課
平成27年度（単
年度）

― ● ― ― ― ― ― (平成27年度単年度事業)

19

文化 歴史・文化
の紹介

３区文化資源地図の制作

東京文化資源会議及び千代田区、台東区と連携し、三区に
存在する多様な文化資源関連地図を収集・データベース化
し、観光をはじめ様々な目的に応じて活用できる地図デジタ
ルアーカイブを作成する。

アカデミー推進課 平成27年度～ ― ● ● ○ ○

東京文化資源会議、千代田区、台東区と連携した下記事業
の実施
・多様な文化資源関連地図を収集し、データベース化
・三区内の公共交通機関を活用した広域的な観光ルート
マップの作成の検討
・帝都物語地図カタログ作成や関連講演会等の検討

東京文化資源会議、千代田区、台東区と連携した事業を継
続
平成28年度に作成したデータベースを基に、スマートフォン
向けアプリ等で電子地図を公開していく。地図データは随時
追加・更新を行っていく。

20

文化 歴史・文化
の紹介

文京区ポスコン　～伝統文化
をもっと知ろう！～

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プロ
グラムとして実施。
各種つどい・大会のポスター等作成に当たり、広く区民等を
中心にデザイン案を募集し、最優秀作品に選出された出品
者のデザインを元にポスターを作成する。また、区民等に
は、若手芸術家の応募作品を気軽に鑑賞できる場を提供
することにより、文化芸術に触れ合う機会の増加を図る。

アカデミー推進課
平成28年度
～平成29年度 ― ― ● ○ ―

各種つどい・大会のポスターのデザイン案を広く区民等から
募集した。
　6～11月 作品募集、12月 作品選考・選出
　12月～　受賞作品を元にチラシ等作成、事業周知

平成29年度事業終了



事業概要 H29 H30 H31 H32
平成29年度 取組状況
（29年12月22日現在）

平成30年度以降取組予定H28フェーズ 取組項目 所管課 実施期間 H26 H27取組・事業例（27年度記載）

21

文化 歴史・文化
の紹介

文化プログラムの実施
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文
化プログラムの一環とした、文化芸術事業を実施する。

アカデミー推進課
平成28年度
～平成32年度

― ― ● ● ○

東京2020大会に向けた文化プログラムの一環とした文化芸
術事業の実施
「日本の響き、世界の調べ」～東京2020オリンピック・パラリ
ンピックに向けて～ 第2回 琵琶とシルクロード（11/25開催）
※「東京2020応援プログラム」に認定

平成30年度は第3回を11/18に開催予定。
（全5回開催予定）

22

文化 歴史・文化
の紹介

「かるたの街　文京」を発信！

漫画「ちはやふる」の人気で注目が高まっている「小倉百人
一首かるた」を活用した事業を、全日本かるた協会や「ちは
やふる」の版権を持つ講談社を区内に有する地域特性を活
かし、文化・観光・国際交流の各方面から展開する。

アカデミー推進課
（公財）文京アカデ
ミー　アカデミー文
京

平成29年度～ ― ― ― ○ ○

①小中学生向け競技かるた教室（競技かるた有段者による
デモ等）の実施
・大塚小学校（7/8実施）大塚小PTA主催、文京区共催
・第九中学校（12/8実施）
・第六中学校（1/20実施予定）
②小学3～6年生(区内在住・在学）と保護者を対象とした、
大学との連携による百人一首に関する講座を実施。
・実施済み講座1講座［夏休み子どもアカデミア「百人一首と
楽しく対決～オリジナルの楽しい歌を作ろう～」（跡見学園
女子大学）（8月8日）］
③かるた関連体験イベント（競技かるた体験・デモ、袴着付
体験、かな書道体験教室）及びパネル展（競技かるたの歴
史や名人戦・クイーン線の様子等を紹介）、区所蔵のかるた
関連資料の公開：2/4実施予定
④国際交流フェスタでのかるた関連ブースの開設や競技か
るたデモ（2/24実施予定）

かるた関連事業の実施
小中学生向け競技かるた教室（競技かるた有段者によるデ
モ等）を実施予定

23

文化 歴史・文化
の紹介

I don’t know（能）･･･ No（能）
problem!
～みんなで親しむ「能（Noh）」
プロジェクト～

親と子、祖父母と孫などで参加することで、家族みんなで能
に親しみ、理解を深めてもらうイベントを開催する。
子ども達にも能に興味を持ってもらえるよう、「鑑賞」と「体
験」を交えたプログラムで実施し、「高尚で難解」という能に
対するイメージを刷新する。

アカデミー推進課 平成29年度～ ― ― ― ● ○

主に小中高校生を対象とした鑑賞と体験を宝生能楽堂にて
実施（8/20）
鑑賞：能、あらすじについての話し、演目「土蜘」
体験：ARメガネ体験、楽器体験、能面・装束体験、能楽堂
バックステージツアー

29年度と同一内容で実施予定

24

文化 歴史・文化
の紹介

文京区秋の文化祭　区制７０
周年記念イベント

文京区秋の文化祭会期中に、華道・茶道・書道・絵画に関
連した記念イベントやワークショップを実施し、日本の伝統
文化を幅広く区民に紹介する。

アカデミー推進課 昭和24年度～ ● ● ● ● ○

①文京区秋の文化祭を下記日程にて実施
・華道展：9/29～10/1
・茶会：9/30、10/1
・書道展：10/6～14
・絵画展：10/20～28
②区制70周年記念イベントを下記の日程（内容）で実施
・華道展・茶会プレイベント：9/24（活花体験・茶会）
・書道展：10/13（席上揮毫）
・絵画展：10/27、28（ワンポイント講座）
・書道展、絵画展における特別賞の授与

①文京区秋の文化祭（華道展・茶会・書道展・絵画展）につ
いては、9月下旬から11月上旬にかけて実施予定
②区制70周年記念イベントは29年度単年度事業

25

文化 歴史・文化
の紹介

学校給食における和食文化
の継承と紹介

日本の伝統的な食文化である和食の良さを再認識し、次世
代を担う子供たちに継承する。そして東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会へ向けて、世界に誇れる和食に
ついて、情報発信できる子供を育成する。

学務課
平成28年度
～平成32年度

― ― ● ○ ○ ○ ○

1学期は7月19日を基準日として全校で和食の統一献立を
実施した。和食器で給食を食べたり、静岡県から派遣して
いただいた職員からお茶の淹れ方を学んだりした学校も
あった。夏休み中に、学校栄養職員むけに、和食献立の調
理講習会を開催した。
2学期は11月24日を基準日として実施し、新米を味わった。
3学期は2月8日を基準日として実施する。
毎回、和食の良さを紹介する資料を子どもと保護者向けに
配布する。

学期に1回の和食の日を継続実施する。
和食の良さを理解し、外国の方へも伝えられるように、小学
生向け、中学生向けにリーフレットを作成・配付する。
和食料理店の店主、笠原氏の講演会を開催する。

26

文化 文化イベン
トの実施

“能楽”寺子屋
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文
化プログラムの一環として、日本の伝統文化を理解する事
業を実施し、自国の文化を再発見するきっかけとする。

アカデミー推進課
平成27年度
～平成28年度

― ● ● ― ― ― ―

平成28年度事業終了
※アカデミー推進課事業『 I don’t know（能）･･･ No（能）
problem!～みんなで親しむ「能（Noh）」プロジェクト～』に事
業移行

27

文化 文化イベン
トの実施 文京区内スポーツミュージア

ムの紹介・展示
文京区内にあるスポーツに関連した博物館等を紹介する展
示を実施。

スポーツ振興課 平成27年度 ― ● ― ― ― ― ―

28

文化 文化イベン
トの実施

文化発信プロジェクト

文京区と協定を締結している他自治体や、全国規模の文化
事業を企画する団体等と協働して「文の京」に相応しい、文
化・芸術・教育活動参加への機会を区民に対して提供す
る。

アカデミー推進課 平成18年～ ● ● ● ○ ○

・「キッズミュージカル公演」（魚沼市との交流事業）4月16日
実施
・「啄木学級」（盛岡市との交流事業）7月7日実施
・「かなざわ講座」（金沢市との交流事業）12月18日実施
・「ゴッホ展関連公開講座」（NHKとの共催事業）12月19日実
施
・「石見神楽公演」（津和野町ほか高津川流域自治体との交
流事業）1月20日実施予定

魚沼市、盛岡市、金沢市、津和野町ほか高津川流域自治
体との交流事業やNHKとの共催事業を実施予定



事業概要 H29 H30 H31 H32
平成29年度 取組状況
（29年12月22日現在）

平成30年度以降取組予定H28フェーズ 取組項目 所管課 実施期間 H26 H27取組・事業例（27年度記載）

29

文化 文化イベン
トの実施

区制70周年記念　文京ミュー
ズフェスタ2017

「文の京ミュージアムネットワーク（略称：文京ミューズネッ
ト）」は、文京区内の美術館・博物館・庭園などの文化施設
により構成されている。「文京ミューズフェスタ」は、文京
ミューズネットの合同イベントとして毎年開催しており、各施
設による体験コーナーや、資料展示を行っている。
平成29年度は、区制70周年記念イベントとして位置づけ、
内容を通常よりレベルアップして実施する。

アカデミー推進課 平成19年～ ● ● ● ● ○
①文京ミューズフェスタ2017：（12/14実施）
②区制70周年記念イベント
アートウォールパネル展（12/8～27実施）

①文京ミューズフェスタについては、12月中旬に実施予定
②区制70周年記念イベントは29年度単年度事業

30

国際交流 国際理解
の推進

海外交流都市探検ツアー
文京区と姉妹都市等の市民の相互理解を進めると共に、さ
らなる交流の発展を目指すため、区民を対象とした海外交
流都市を訪問するツアーを実施する。

アカデミー推進課
平成28年度
～平成29年度

― ― ● ● ― ― ― 平成29年5月にツアーを実施しました。(5/14-5/20) 平成29年度にて事業終了

31

国際交流 国際理解
の推進

ドイツ・カイザースラウテルン
市姉妹都市提携30周年記念
事業

ドイツ・カイザースラウテルン市とは平成30年で姉妹都市提
携30周年の節目となるため、それを記念してカイザースラウ
テルン姉妹都市交流周年事業を関係各課と連携して実施
する。

アカデミー推進課 平成29年度～ ― ― ― ○ ○ ― ―
平成30年度の訪問団受入について、日程の調整を開始。
カイザースラウテルン広場への案内板の内容を検討開始。

カイザースラウテルン市からの公式訪問団の受入を行う。
訪問団の日程に合わせて、カイザースラウテルン広場の案
内板、B-ぐるカイザースラウテルン号の製作などを行う。

32

国際交流 ホストタウ
ン

ホストタウンの推進 ドイツと相手国としたホストタウン交流計画を進めていく。
スポーツ振興課＜
オリパラ＞

平成29年度～ ― ― ― ● ○ ○ ○

・5月　ベルリン訪問にあわせ関係団体に挨拶
・10月　ドイツ大使館主催ホストタウンミーティングに出席
・12月 こども新聞の記者が森鷗外記念館にてドイツの遊
びを体験、第2号に掲載予定

「スポーツセンターリニューアルイベント」、「ＪＥＴプログラム
を活用したCIR（国際交流員）の導入」、「ドイツ料理の日～
ホストタウン給食キャラバン～」の3つの重点施策を柱とし
て、ホストタウン周知および認知向上に向けた活動を強化
する。

33

観光・商業 観光促進

観光案内標識の管理（効果
的な観光施策の検討）

東京2020オリンピック・パラリンピックへ向けて、効果的な観
光施策を検討の上、新たな観光資源の創出や観光情報の
発信等をはじめとした観光施策を実施することで、国内外
から観光客を誘致する。

アカデミー推進課
平成27年度
～平成32年度

― ● ● ○ ○

道路課と協議し、統一案内標識の設置計画に則り、観光担
当所管の観光案内標識7基について、平成30年度以降に
集約することとした。
残置する観光案内標識について、平成29年度末に維持管
理のための清掃を実施予定。

適時板面修正や清掃等の維持管理を実施する。

34

観光・商業 観光促進

観光案内標識の板面更新

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて、効
果的な観光施策を検討の上、新たな観光資源の創出や観
光情報の発信等をはじめとした観光施策を実施すること
で、国内外から観光客を誘致する。

アカデミー推進課 平成28年度 ― ― ● ― 平成28年度事業終了 未定

35

観光・商業 観光促進

新江戸川公園周辺地域の魅
力創出事業

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて、効
果的な観光施策を検討の上、新たな観光資源の創出や観
光情報の発信等をはじめとした観光施策を実施すること
で、国内外から観光客を誘致する。

アカデミー推進課
平成27年度
～平成28年度

― ● ● ― ― ― ― 平成28年度事業終了

36

観光・商業 観光促進

文の京の観光促進タウンガイ
ドミーティング

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて、効
果的な観光施策を検討の上、新たな観光資源の創出や観
光情報の発信等をはじめとした観光施策を実施すること
で、国内外から観光客を誘致する。

アカデミー推進課
平成26年度
～平成27年度

● ● ― ― ― ― ― （平成27年度事業終了）

37

観光・商業 観光促進

展望ラウンジ観光拠点化事
業

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて、効
果的な観光施策を検討の上、新たな観光資源の創出や観
光情報の発信等をはじめとした観光施策を実施すること
で、国内外から観光客を誘致する。

アカデミー推進課 平成28年度～ ― ― ● ● ○

昨年に引き続き、文京シビックセンター25階展望ラウンジに
おいてお酒を楽しめるイベントを実施した。実施内容におい
て、区民課主催の国内交流フェスタと連携を行った。
・イベント名称：Sky View Lounge BAR
・日時：平成29年12月8日～9日
・内容：区観光土産推奨品に選ばれたビール及び国内交流
フェスタに出店する自治体のワイン・日本酒を販売
・来場者数：約2,600名※対前年度時間あたり来場者数約
10％増

※新規「展望ラウンジ超観光拠点化事業」へ統合

38

観光・商業 観光促進

新たな観光ＰＲポスターの作
成及び駅貼り広告の実施

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて、効
果的な観光施策を検討の上、新たな観光資源の創出や観
光情報の発信等をはじめとした観光施策を実施すること
で、国内外から観光客を誘致する。

アカデミー推進課 平成28年度～ ― ― ● ○ ○

ポスターの作成については、使用する観光写真を選定し、
デザインのラフイメージを作成。地下鉄駅構内での掲出に
ついては、3月中旬の実施を目指し、入札による広告代理
店との契約を準備中。

未定

39

観光・商業 観光促進

文京区観光協会ＨＰリニュー
アルへの補助

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて、効
果的な観光施策を検討の上、新たな観光資源の創出や観
光情報の発信等をはじめとした観光施策を実施すること
で、国内外から観光客を誘致する。

アカデミー推進課 平成28年度 ― ― ● ― ― ― ― リニューアル補助事業は平成28年度終了 予定なし



事業概要 H29 H30 H31 H32
平成29年度 取組状況
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40

観光・商業 観光促進

吾輩探訪 ～漱石が過ごした
文京・新宿を辿る～

新宿区と文京区共通の文化資源である「夏目漱石」をテー
マとした観光イベントを行うことにより、両区の観光客の周
遊を促進するとともに、2020年に向けた観光面における隣
接区との連携体制を強化する。

アカデミー推進課 平成29年度 ― ― ― ○

文京区・新宿区にある夏目漱石ゆかりの地を記したリーフ
レット「吾輩探訪」を作成するとともに、観光ガイドボランティ
アによる漱石山房記念館と連携した観光ガイドツアーを実
施した（平成29年10月21日）。
また、文の京地域文化インタープリターの会による企画展
「漱石とぶんきょう」並びに公開講座を予定している（平成30
年2月5日～11日/於ギャラリーシビック・スカイホール）

新宿区とは引き続き夏目漱石をテーマにした連携・協力を
進めていく。

41

観光・商業 観光促進

文京区デジタルジャーニー

文京シビックセンター２５階展望ラウンジをはじめとする、区
内の観光スポット等で楽しむことができるＡＲ（拡張現実）等
を活用した多言語観光アプリケーションを制作し、区の魅力
を発信する。

アカデミー推進課 平成29年度～ ― ― ― ● ○

平成29年12月8日から、スマートフォン観光アプリ「旅道」
で、文京区の観光情報を多言語（日・英・中・韓）で紹介する
とともに、VR（仮想現実）機能を活用し、各スポットの全方位
360度静止画・動画を視聴しその場にいるかのような映像体
験を楽しむことができるコンテンツを公開した。

紹介施設を追加し、引き続き文京区観光の魅力を情報発
信する。

42

観光・商業 観光促進

サブカルチャーによる観光資
源の魅力発信

　漫画やアニメーション等のいわゆるサブカルチャーとの連
携を進め、人気コンテンツを活用して文京区の観光資源の
魅力を従来と違った側面から発信する。

アカデミー推進課 平成29年度～ ― ― ― ● ― ― ―

文京区ゆかりの文豪が数多く登場する異能アクションバト
ル漫画「文豪ストレイドッグス」と文京区とのコラボレーショ
ンイベントを実施している。
期間：平成29年12月20日から平成30年1月31日
内容：①区内文豪ゆかりの地をめぐるスタンプラリー

②漫画や小説、描き下ろしのイラストパネルを展示
（於森鷗外記念館及び文京ふるさと歴史館）

平成29年度事業終了

43

観光・商業 商業振興

観光業界との協力 アカデミー推進課 平成27年度 ― ● ― ― ― ― ― （平成27年度事業終了）

44

観光・商業 商業振興

ウェルカム商店街
飲食店等外国人対応の検討
(ハラール対応等）

東京2020オリンピック・パラリンピックへ向けて、訪日外国人
旅行者や外国人居住者に対応できるよう商店街の外国人
対応力を強化するために、セミナーや販促ツール等の支援
等を行う。

経済課
平成26年度
～平成32年度

● ― ● ○ ○ ○ ○

外国人旅行者等に対応できるよう、商店街の外国人対応力
強化の支援を実施した。
・補助金交付決定4件
・平成29年8月 区内商店向けに外国人おもてなしセミナー
を開催

補助金交付件数30件（予定）
外国人おもてなしセミナー開催予定

45

観光・商業 商業振興

商店街エリアプロデュース事
業

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けた地
域活性化のため、商店街に対する専門プロデューサーを配
備し、商圏分析や商店街における活動指針策定等の支援
を行う。

経済課
平成28年度
～平成32年度

― ― ● ○ ○ ○ ○

重点エリア及び区商連、その他重点エリア以外の商店街に
対し、商店街専門プロデューサーを配備し、商店街におけ
る活動等支援を実施した。
・重点エリア：根津地区（八重垣謝恩会、根津銀座通り商睦
会、根津宮永商盛会）、小石川地区（福徳会、伝通院前通り
三盛会、茗荷谷五協会）、江戸川橋地区（地蔵通り商店街
振興組合）
・重点エリア以外の商店街（白山上向丘商店街振興組合、
本郷四・五丁目商店会）

重点エリア及び区商連、その他重点エリア以外の商店街に
対し、商店街専門プロデューサーを配備し、商店街におけ
る活動等の支援を実施する。また、次年度の重点エリアの
選定を行う。

46

観光・商業 商業振興

商店街Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備

区内商店がＷｉ-Ｆｉを整備する際の費用の一部を助成し、商
店会のＷｉ-Ｆｉ環境を整備し、訪日外国人観光客等にSNS環
境を整え利便性を向上させ、インバウンドの取り込みを図
る。また、商店にBunkyo Free Wi-Fi電波を受信させることに
より、区内のWi-Fi環境安定化の一助とする。

経済課 平成29年度～ ― ― ― ○ ○ ○
外国人旅行者等がSNS環境を区内商店等で利用できるよう
に、Wi-Fi環境整備に要する経費の一部を補助する。
・補助金交付決定1件

補助金交付件数30件（予定）

47

観光・商業 商業振興

「来て見て体験」文京の伝統
工芸

東京２０２０大会に向け、ものづくりに関心のある区民や国
内外観光客の集客と、伝統工芸会の活性化を目的として、
エリアプロデュース事業や観光事業と連携して伝統工芸イ
ベントを実施する。

経済課 平成29年度～ ― ― ― ○ ○ ○

区民や国内外観光客の集客と伝統工芸会の活性化を目的
として、不忍通りふれあい館で「来て見て体験」文京の伝統
工芸イベントを毎月2日間で開催した。
・第1回～9回（4月～12月）開催済

不忍通りふれあい館で「来て見て体験」文京の伝統工芸イ
ベントを毎月2日間で全12回開催する。

48

観光・商業 商業振興

下町の魅力発信事業

下町エリアを訪れた観光客に買物しやすい情報をマップ形
式で提供し、商店で働く区民と観光客のコミュニケーション
の一助にするとともに、国内外の観光客の消費を喚起し、
商店街を活性化させる。(根津エリア)

経済課 平成29年度 ― ― ― ○ ― ― ―

国内外観光客の集客を図るため、エリアプロデュース事業
と連携し、根津地区の商店街が作成する下町お買物マップ
（仮称）に対して、経費の一部を助成する。
・補助金の申請を受理し、交付決定をした。
・エリアプロデュース事業で派遣しているプロデューサーよ
り、デザイン案（最終版）をもとに、最終調整中であることの
報告を受けている。

平成29年度事業終了



事業概要 H29 H30 H31 H32
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49

観光・商業 商業振興

商店街HPの多言語化事業

商店街で観光客向けに行う体験型のイベント（例えば、折り
紙体験、日本茶の入れ方など）やおすすめ商品等を掲載す
る等、商店街がＨＰの内容を充実させるとともに、英語版も
作成する。エリアプロデュース事業と連携して実施すること
で、民間事業者の情報発信力を活用しながら、インバウンド
の取り込みや国内観光客の集客増を図り、商店街を活性
化させる。(白山上向丘エリア)

経済課 平成29年度 ― ― ― ○ ― ― ―

外国人観光客の集客増を図るため、エリアプロデュース事
業と連携し、商店街が作成する英語版ホームページに対し
て、経費の一部を助成する。
・補助金の申請を受理し、交付決定をした。
・エリアプロデュース事業で派遣しているプロデューサーよ
り、トップページのデザイン及び掲載内容等を調整中である
ことの報告を受けている。

平成29年度事業終了

50

おもてなし ボランティ
アの養成

おもてなし隊の育成（語学ボ
ランティア）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見
据え、在住外国人や外国人観光客が、より区の魅力や、お
もてなしを感じられるよう、区民等を対象とした外国人おも
てなしスキルレベルアップ事業及びおもてなし英会話講座
を実施し、語学ボランティアの育成を行う。

アカデミー推進課
（公財）文京アカデ
ミー　アカデミー文
京

平成27年度～ ― ● ● ○ ○

区民（在勤・在学を含む）を対象とした語学ボランティア育成事業
の実施。
・実施済み講座5講座［外国人おもてなし英会話講座（4講座・各8
回／中央大学・跡見学園女子大学・お茶の水女子大学・東洋大
学）、ガイディングのための英会話（1講座・8回）］
・実施予定講座1講座［外国人おもてなし英会話講座（8回）（東洋
学園大学）］
・「外国人おもてなし語学ボランティア育成講座」（3回実施、あと1
回実施予定）
・「外国人おもてなし力レベルアップ交流会」 1回

区民を対象とした、語学ボランティア育成事業の実施
・「外国人おもてなし語学ボランティア育成講座」
・「外国人おもてなし力レベルアップ交流会」
を継続実施予定　回数未定
・年間5講座程度を区内大学と連携して実施し、更なる語学
ボランティアの育成を図る。

51

おもてなし ボランティ
アの養成

「文京バックアッパーズ」～大
学生ボランティアのススメ～

区内在住在学の大学生等に対してO2O（オンラインtoオフラ
イン）の手法を活用したボランティア活動への参加を促す仕
組みを構築する。ボランティアへの興味関心を高め、実際
に活動する人材を多く生み出すことに加え、これまで行政と
つながりにくかった大学生とのコミュニケーション手段を獲
得する。

アカデミー推進課 平成29年度～ ― ― ― ○ ○
３０年３月のサイト公開に向け、全庁調査により、30年度に
大学生ボランティアが必要な事業の情報を収集した。

引き続きボランティア情報の収集及び、PRイベントを実施す
る。

52

おもてなし ボランティ
アの養成

スポーツボランティアの育成

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、よ
り一層区のスポーツ・レクリエーションの振興を推進するた
め、「支えるスポーツ」として、地域のスポーツイベント等を
支援する文京スポーツボランティア事業を行う。

スポーツ振興課 平成27年度～ ― ● ● ○

①6月に「障害理解と接遇マナー」をテーマに養成講座を実
施した。
②7月に「コミュニケーションスキル」をテーマとした養成講
座を行った。
③9月にゴールボール体験会を行った。
④10月に「文京区の障害者スポーツとその今後」をテーマと
して養成講座を実施した。

主にリーダー養成に主軸を置いた講座を実施する予定。

53

おもてなし 多言語対
応

多言語化サポート事業
外国人住民の利便性を高めるため、申請書の見本や、事
業概要の多言語化を行うほか、国際的な公的機関等との
やり取りの支援するための翻訳を行う。

アカデミー推進課 平成27年度～ ― ● ● ○ ○
全庁に調査をかけ、外国人の日常生活支援に役立つ翻訳
対象文書を選定し、多言語化を委託中。年度末までに納品
予定。

平成29年度と同様に実施予定

54

おもてなし 多言語対
応

文京ミューズネットマップ　英
語版の発行

文京ミューズネット加入施設（区内の美術館・博物館・庭園）
の基本情報等を掲載した、街歩き用のマップの発行。区内
外に幅広く配布し、ミューズネットの効果的な周知を図って
いる。
東京2020大会開催による外国人観光客の増加を見据え
て、今年度から新たに英語版を作成する。

アカデミー推進課 平成28年～ ― ― ● ○ ○
ミューズネットマップ英語版の作成
　30年2月に5,000部発行予定

ミューズネットマップ英語版の作成
　31年2月に5,000部発行予定

55

おもてなし 多言語対
応 森鷗外記念館解説の多言語

化

森鷗外記念館の展示室にて、森鷗外の生涯・活動を紹介
するコーナーにおける、解説バナー11本の多言語化を行
う。

アカデミー推進課 平成28年度 ― ― ● ― ― ― ― 28年度で完了した

56

おもてなし 多言語対
応

庁内留学inBUNKYO

東京2020オリンピック・パラリピック開催に向けて、外国から
の来訪者に対し、おもてなしの心で積極的に案内できるよ
う、外国人講師による英会話研修を実施する。また、TOEIC
の受験を研修に盛り込み、TOEIC600点以上の取得者及び
既存で英会話可能な職員をEnglish Navigatorとして認定し、
外国人来庁者に対し、積極的な声掛けをしてもらう。

職員課
平成27年度
～平成32年度

― ● ● ● ○

区職員に対する英会話研修の実施
・グループレッスン、マンツーマンレッスン+CD教材による自
習
【前期】29年5月～8月（受講者19名）
【後期】29年9月～12月（受講者19名）

区職員に対する英会話研修の実施
・グループレッスン、マンツーマンレッスン+CD教材による自
習
【前期】定員20名
【後期】定員20名

57

おもてなし 心のバリア
フリーの推
進

ふれあいの集い

「障害者週間（１２／３～９）」記念として、区民が障害者へ
の理解と認識を深めるとともに、行事を通して障害者･児と
の交流の場とするために実施する。
その一環として、パラリンピック関連種目「ボッチャ」の体験
コーナーを設ける。

障害福祉課 平成26年度～ ● ● ● ● ○
「障害者週間（１２／３～９）」に合わせて、「ふれあいの集
い」を12/2～4開催。
「スポーツ車いす」及び「ボッチャ」の体験コーナーを実施。

「障害者週間（１２／３～９）」に合わせて、「ふれあいの集
い」を開催。
「スポーツ車いす」及び「ボッチャ」の体験コーナー実施予
定。
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58

教育・子ど
も

体力・言語
力の向上

健康・体力増進事業
お茶の水女子大学・順天堂大学、都立駒込病院と学校・
園、家庭との連携を図り、幼児・児童の健康増進及び体力
向上を図る。

教育センター 平成27年度～ ― ● ● ○ ○ ○ ○

・全小学校への健康トレーナーによる巡回相談(94回、3月
末までにあと40回巡回予定)
・全小学校で体力向上推進プランの作成とプランに基づくＰ
ＤＣＡ
・全小学校に体力向上指導員を各校10回、体力向上アドバ
イザーを各校1回派遣
・体力向上イベント3回開催(3月末までにあと1回開催)
・健康教室を2回開催(3月末までにあと1回開催)
・がん教育のための専門医派遣(小学校8校・中学校4校、3
月末までにあと小学校4校派遣)
・小学校教員対象体力向上実践報告会の開催(1/19)
・全幼稚園で体力調査実施
・3月末までに全幼稚園に体力向上アドバイザーを各園1回
派遣

【幼稚園】体力調査の実施、体力向上アドバイザー派遣
【小学校】体力向上推進プランの作成とPＤＣＡ、体力向上指
導員、体力向上アドバイザー派遣、健康トレーナーによる巡
回相談、体力向上実践報告会の開催
【小・中学校】がん教育のための専門医派遣
体力向上イベント、健康教室の開催

59

教育・子ど
も

体力・言語
力の向上

英語力向上事業

小学校第１学年から第４学年における「英語活動の教材開
発」を行い、計画的かつ継続的な指導を実現するとともに、
高学年との円滑な接続を図る。
中学校においては、生徒自らが学習目標を設定するととも
に英語運用力の現状を把握し、かつ卒業後の進路設計に
生かせるよう、在学中に実用英語技能検定（英検）５～３級
を各学年で１回受検する機会を保障し、中学校３年間で英
検３級を取得させることを通して英語学習への意欲を高め、
学力向上を図る。

教育指導課
平成26年度
～

● ● ● ○ ○

・小学校第１学年から第４学年の教材の計画的な活用及び
ＩＣＴの積極的な利用で、児童の興味を引く授業を実践して
いる。
・小学校外国語活動全予定実施時数の約３分の２を実施。
・小･中学校ともに、外国人英語指導員を活用し、実践的な
活動を通して、コミュニケーション能力及び英語力の伸長を
図っている。
・英検を平成２９年６月と１０月に実施。また、平成３０年１月
にも実施する予定。

・小学校第１学年から中学校第３学年までの９年間、外国
人英語指導員（ＡＬＴ）を活用した授業を、発達段階に応じて
実施する。
・中学校においては、生徒自らが学習目標を設定するととも
に英語運用力の現状を把握し、かつ卒業後の進路設計に
生かせるよう、在学中に実用英語技能検定（英検）５～１級
を各学年で１回受検する機会を保障する。

60

教育・子ど
も

オリパラの
理解

学校給食における和食文化
の継承と紹介 【再掲】

日本の伝統的な食文化である和食の良さを再認識し、次世
代を担う子供たちに継承する。そして東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会へ向けて、世界に誇れる和食に
ついて、情報発信できる子供を育成する。

学務課
平成28年度
～平成32年度

― ― ● ○ ○ ○ ○

【再掲】
1学期は7月19日を基準日として全校で和食の統一献立を
実施した。和食器で給食を食べたり、静岡県から派遣して
いただいた職員からお茶の淹れ方を学んだりした学校も
あった。夏休み中に、学校栄養職員むけに、和食献立の調
理講習会を開催した。
2学期は11月24日を基準日として実施し、新米を味わった。
3学期は2月8日を基準日として実施する。
毎回、和食の良さを紹介する資料を子どもと保護者向けに
配布する。

【再掲】
学期に1回の和食の日を継続実施する。
和食の良さを理解し、外国の方へも伝えられるように、小学
生向け、中学生向けにリーフレットを作成・配付する。
和食料理店の店主、笠原氏の講演会を開催する。

61

教育・子ど
も

オリパラの
理解

1日校長先生事業

オリンピック・パラリンピックで活躍したアスリートを一日校
長先生として招へいし、児童生徒とのふれあいを通して、オ
リンピック・パラリンピック開催に向けた望ましい意識を醸成
する。
①ＪＦＡ日本サッカー協会に委託し、ＪＦＡから派遣されたオ
リンピック・パラリンピックなどの国際大会で活躍したアス
リート
②各校が予算内選定したアスリート

教育指導課
平成27年度
～

― ● ● ○ ○ ○ ○

アスリートを一日校長先生として招へいし、児童生徒とふれ
あう事業の実施
・小学校４校、中学校５校で実施済み。２月中に小学校１校
が実施予定。
・児童、生徒は、アスリートとの交流やアスリートの講演を通
して、「好きなことに一生懸命に取り組むことの大切さ」「い
つも前向きな姿勢でいることの大切さ」「人とのかかわりを
大切にすべきであること」「支え合うことの大切さ」等につい
て学んでいる。

Ｈ３０年より３年間継続して実施する予定。これまでの実績
を生かし充実を図る。

62

教育・子ど
も

オリパラの
理解

オリンピック・パラリンピック教
育推進校

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催を踏ま
え、幼児・児童・生徒が、スポーツにより心身の調和的な発
達を遂げ、オリンピック・パラリンピックの歴史・意義や国際
親善などその果たす役割を正しく理解し、我が国と世界の
国々の歴史・文化・習慣などを学び交流することを通して国
際理解を深め、進んで平和な社会の実現に貢献することが
できるようオリンピック・パラリンピック教育を実施する。

教育指導課
平成27年度
～

― ● ● ○

オリンピック・パラリンピック教育について、全幼稚園及び
小、中学校で実施
・年間指導計画に基づき、各教科等の学習内容、学習活動
とオリンピック・パラリンピックを関連付けた取組を展開。
・「世界ともだちプロジェクト」の一環として、大使館との交流
等を実施。

63

教育・子ど
も

オリパラの
理解

オリンピック・パラリンピックに
向けた図書の充実

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、広く資料を
収集・提供し、オリンピック・パラリンピックや諸外国につい
ての理解を深め、読書の幅を広げることを支援する。

真砂中央図書館
平成28年度
～平成32年度

― ― ● ○ ○

・外国語図書及びオリンピック・パラリンピック関連図書、各国の
国歌を収めたＣＤの収集
・平昌オリンピック・パラリンピックに向けて、冬季スポーツや開催
国（韓国）に関する図書の特集展示を実施予定
・スポーツ医学の専門家による講演会を実施予定

・外国語図書及びオリンピック・パラリンピック関連図書等の
充実を図る。
・講演会、資料展示等を実施する。

64

気運醸成 気運醸成

野球・ソフトボール復活への
取組

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における野
球・ソフトボールの競技実施と東京ドームを競技会場とする
ことを求めて関係機関に働きかけを行うとともに、東京都や
関係団体と一層連携を強め、大会の成功に向け取り組む。

スポーツ振興課＜
オリパラ＞

平成27年度
～平成28年度

― ● ● ― ― ― ―



事業概要 H29 H30 H31 H32
平成29年度 取組状況
（29年12月22日現在）

平成30年度以降取組予定H28フェーズ 取組項目 所管課 実施期間 H26 H27取組・事業例（27年度記載）

65

気運醸成 気運醸成

キックオフイベントの開催（東
京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ気
運醸成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて、今
後5年間にわたり気運醸成を図っていくためのスタートとし
て、キックオフイベントを行う。

アカデミー推進課
スポーツ振興課

平成27年度 ― ● ― ― ― ― ― 気運醸成プロジェクトへ移行

66

気運醸成 気運醸成
リオデジャネイロ大会応援イ
ベント
（東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯ
ｸ気運醸成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、リオ
デジャネイロ2016大会にスポットをあてたイベントを実施し、
リオデジャネイロ2016大会への気運及び東京2020大会へ
の気運醸成を図る。

スポーツ振興課＜
オリパラ＞

平成28年度 ― ― ● ― ― ― ― H28年度の単年度にて終了

67

気運醸成 気運醸成

まつり等気運醸成ＰＲ活動
（東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯ
ｸ気運醸成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、区
内で開催される集客力のあるまつり等でPR活動を行い、気
運醸成を図る。

スポーツ振興課＜
オリパラ＞

平成28年度
～平成32年度

― ― ● ● ○ ○ ○

・4月 さくらまつり・つつじまつり、6月 あじさいまつり、7月
朝顔・ほおずき市、10月 下町まつり、11月 菊まつりにオリ
ンピック・パラリンピックPRブースを出展。
・障害者スポーツであるボッチャの体験を中心に実施。参加
者からも好評を得、気運醸成が図ることができた。

・継続してPRブースを出展、ボッチャに変わる新たな競技体
験や展示を検討し気運醸成を図る。

68

気運醸成 気運醸成
オリンピック・パラリンピック気
運醸成補助事業
（2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ気運醸成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、区
内団体が実施するオリンピック・パラリンピック気運醸成事
業に対して助成を行い、気運醸成を図る。

スポーツ振興課＜
オリパラ＞

平成28年度
～平成32年度

― ― ● ● ○ ○ ○

・9月に要綱の改定を実施。補助率を10分の10に、また、大
会組織員会が推奨する東京2020参画プログラムを対象事
業に加え、内容を拡充した。
・2件の申請があり、10月と11月にそれぞれ対象事業が実
施された。

・対象となる区内団体に向けて、継続してＰＲを実施する。
・東京2020参画プログラムの事業についても告知活動を行
い、活用促進に努める。

69

気運醸成 気運醸成

東京2020参画プログラムの
推進

全庁で取り組んでいるオリンピック・パラリンピックに関連す
る事業について、東京2020参画プログラムへの申請の支援
及び認証を推進する。

スポーツ振興課＜
オリパラ＞

平成28年～ ― ― ● ● ○ ○ ○

・スポーツ・健康分野に加え、文化、教育など6つの分野で
計14事業実施。
・外国人おもてなしや障害者スポーツを体験する等、庁内
の取組をプログラムとして認証・展開した。

・町会・自治会等区内団体へ参画プログラムのＰＲを継続
し、気運醸成を推進する。

70

気運醸成 気運醸成

東京２０２０大会　カウントダ
ウンプログラム

東京2020大会に向けて、多くの区民が自ら参加し、新たな
つながりや地域の連携を生み出すことができるよう、スポー
ツだけではなく、文化も包括したカウントダウン事業を展開
し、大会への気運醸成及び競技種目等の周知による理解
促進を図る。

スポーツ振興課＜
オリパラ＞

平成28年度～ ― ― ● ● ○ ○ ○
・オリンピック1000日前に合わせて、「BUNKYO2020カウント
ダウン」を開催。講道館や区内競技団体と連携し、講演会
や競技体験、企画展を実施した。

オリンピック・パラリンピック2年前等に合わせて、講演や競
技体験、ホストタウンの取組を実施する予定。

71

気運醸成 発信

突撃・応援！オリンピック・パ
ラリンピックこども新聞

東京2020大会に向けて、小・中学生を記者としたオリンピッ
ク・パラリンピックをテーマとする「区報ぶんきょう特集号」を
発行し、参加した小中学生のオリンピック教育とともに、広く
区民に向けたオリンピック・パラリンピックの気運を醸成す
る。合わせて、区にゆかりのあるアスリートで、京2020大会
の出場を目指す選手を取り上げ、区全体でサポーターとな
る。

スポーツ振興課＜
オリパラ＞

平成29年度～ ― ― ― ● ○ ○ ○

・6月からこども記者およびサポーターの募集を開始し、現
在60名超が登録し活動中。
・7月以降、取材の仕方や記事の書き方、写真の撮り方等
の講習を実施。
・取材先として、区内外にある官庁・記念館等の施設訪問、
アスリートへのインタビュー、障害者スポーツの体験等を実
施。
・10月に第1号を創刊、30年1月には第2号を発行予定。

・H29年同様、年3回のこども新聞発行を予定。
・カウントダウン企画に加え、スポーツセンターリニューアル
等の重点施策、ホストタウンの取組についても取材を行い、
オリンピック・パラリンピックの気運醸成を積極的に推進す
る。

72

気運醸成 発信

B2F区民ひろば にぎわい化
計画（ﾏﾙﾁﾋﾞｼﾞｮﾝ改修）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成
や実際の競技に関わるイベントが行える会場として、イベン
ト会場としての区民ひろば及びマルチビジョンの整備を行
う。

経済課 平成27年度～ ― ● ● ○ ○ ○ ○
随時、各所管課から依頼された区からのお知らせ等をマル
チビジョンで放映。また、オリンピック・パラリンピック等のイ
ベントでの活用。

区からのお知らせや区民ひろばで実施するイベント等でマ
ルチビジョンを活用する。

73

気運醸成 協力体制
の構築

大学等との連携 一層強化
区民にとって大学を文化的資産ととらえ、区と大学が相互
に協力することで、文化・教育の学びの場としての賑わいを
図り、文京区の魅力を高め、地域社会の活性化を目指す。

アカデミー推進課
平成27年度
～平成32年度

― ● ● ○

・地域連携担当者会議11/20で文京バックアッパーズにつ
いてPRする。

74

環境整備 バリアフ
リー・ユニ
バーサルデ
ザイン バリアフリー基本構想

国内外から多数訪れる観光客や高齢者、障害者等が安
全・快適に過ごせるよう、行政・区民・事業者等が一体と
なってバリアフリー基本構想を策定し、公共交通機関、道
路、公園、スポーツ施設等の事業者・管理者が共通の方針
に基づき連携を図り事業を推進し、重点的かつ一体的なバ
リアフリーを実現する。

都市計画課
平成26年度
～平成37年度

● ● ● ● ○ ○ ○

山の手地域（東部・中央・西部）における重点整備地区別計
画を平成30年3月に策定するため、区民参加によるまち歩
きワークショップを行い、より具体的な課題をふまえた特定
事業（具体的なバリアフリー事業）を設定した。

重点整備地区別計画に基づく特定事業の実施を促進する
とともに進捗管理を行い、重点的かつ一体的なバリアフリー
化を推進する。

75

環境整備 多言語化
の推進

区有施設及び区内の多言語
対応

「区内統一案内標識の多言語化対応」や「コミュニティバス
（Ｂ－ぐる）における外国語表記整備」などの実現に向け
た、統一的な多言語化を図るため、文京区における多言語
対応の方向性を定めるとともに、文京区版対訳表の作成を
行う。

広報課 平成27年度～ ― ● ● ○ ○ 随時の更新を行う予定 随時の更新を行う予定
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76

環境整備 多言語化
の推進

「Bーぐる」の外国語表記整備

文京区コミュニティバス「Ｂーぐる」について、外国人のバス
利用のサポートに特化した英語版ルートマップを作成する
ほか、バス停留所や車内外の案内表示に対して英語表示
の併記等を行う。

区民課 平成２７年度～ ― ● ● ○ ○

・Ｂーぐるマップ英語版を作成、区内のホテルや地下鉄の
駅、主な文化施設などに配布
・バス停留所の日本語・英語併記に伴う板面取替は、バス
事業者により平成28年中に終了

引き続き、毎年度Ｂーぐるマップ英語版を作成し、区内のホ
テルや地下鉄の駅、主な文化施設などに配布予定

77

環境整備 多言語化
の推進

区内統一案内標識の多言語
化及び設置

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けて増
加が予測される外国人観光客の利便性向上のため、多言
語に対応した区内統一案内標識の設置を進める。

道路課
平成27年度
～平成31年度

― ● ● ○ ○ ○ 多言語に対応した区内統一案内標識を15基設置予定 平成31年度まで毎年実施

78

環境整備 多言語化
の推進

ごみと資源の分け方・出し方
（4ヶ国語版）

文京区におけるごみと資源の排出方法を記載したリーフ
レットを作成し、区民等に配布することにより、ごみと資源の
適正排出の徹底を図る。（日本語・英語・中国語・韓国語）

リサイクル清掃課 平成20年度～ ● ● ● ○ ○ ○ ○
・日本語・英語・中国語・韓国語の４ヶ国語を約1000部ずつ
配布
・年度末に新たに1500部ずつ作成予定

・転入者及び希望者に対し、配布予定。
・ごみと資源の出し方・分け方の周知を行い、適正排出及び
ごみ減量に繋げる

79

環境整備 施設整備・
改修

自転車道整備

周辺の都道（外堀通り・白山通りなど）と共に、東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会に向けて、外国からの来
訪者も含めて誰もが、大会の雰囲気や観光地のにぎわいを
自転車で楽しめるように自転車走行空間の整備を行う。

道路課
平成28年度
～平成31年度

― ― ● ○ ○ ○ 詳細設計・関係機関調整を進めている。 自転車走行空間の整備工事

80

環境整備 施設整備・
改修

公衆・公園等トイレの整備

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、バ
リアフリー化などインフラ整備の充実を図り、国内外からの
観光客に対応するため、公衆・公園トイレの洋式化等を行
う。

みどり公園課
平成28年度
～32年度

― ― ● ○ ○ ○ ○

平成28年度に行った実施設計に基づき、優先整備箇所４か
所の工事を進めている。また、来年度以降改修予定の公
衆・公園等トイレ15か所についての実施設計も併せて進め
ている。

今年度実施設計を行った公衆・公園等トイレのうち14か所
の改修工事及び平成31年度改修予定の公衆・公園等トイレ
13か所の実施設計を行う。

81

環境整備 環境整備

公衆無線LAN検討
国内外の観光客の集客が見込まれる区有施設内等で、イ
ンターネット接続が無料で利用できる公衆無線LAN設備を
設置する。

情報政策課 平成27年度～ ― ● ○ ○ ○

公衆無線ＬＡＮ検討会で、来年度区有施設3か所に設置す
ることを決定したほか、利用状況分析結果を参考に、今後
も継続して公衆無線LAN設備を設置していくことが決まっ
た。

82

環境整備 環境整備

公衆無線LAN環境整備
国内外の観光客の集客が見込まれる区有施設内等で、イ
ンターネット接続が無料で利用できる公衆無線LAN設備を
設置する。

情報政策課 平成28年度～ ― ― ● ○ ○ ○
平成29年10月に、新たに区有施設7か所へ無料公衆無線
LANを設置し、サービスを開始した。

83

環境整備 環境整備
自転車シェアリング事業実証
実験

自転車シェアリングの運営に向け、サイクルポートの利用
状況や交通行動の実証実験を行う。

管理課
平成28年度
～平成30年度

― ― ● ○ ○
自転車300台追加配備、サイクルポート30箇所新規開設予
定

自転車300台追加配備、サイクルポート30箇所新規開設予
定

84

環境整備 環境整備

自転車シェアリング事業
自転車シェアリングの導入に向け、サイクルポートの利用
状況や交通行動の実証実験を行う。

管理課 平成28年～ ― ― ○ ○ ○
自転車300台追加配備、サイクルポート30箇所新規開設予
定

自転車300台追加配備、サイクルポート30箇所新規開設予
定

85

環境整備 環境整備

外国人への歩行喫煙等禁止
の周知・啓発

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、喫
煙マナーの向上及び歩行者の安全を確保するとともに地域
美化の推進を図るため、区民はもとより、区外からの来訪
者（外国人含む）に対し、区の路上喫煙対策を周知する。

環境政策課 平成28年度 ― ― ● ― ― ― ―
屋内喫煙所設置助成を追加して、29年度重点施策となっ
た。Ｈ２９年度は事業名を「歩行喫煙等禁止の周知・啓発」
に変更し移行した。

86

環境整備 環境整備

歩行喫煙等禁止の周知・啓
発

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、喫
煙マナーの向上及び歩行者の安全を確保するとともに地域
美化の推進を図るため、区民はもとより、区外からの来訪
者（外国人含む）に対し、以下の事業を実施する。路面シー
ト、ステッカー、プレートなどの掲示物や、ポケットティッ
シュ、チラシ等の配布物について、やさしい日本語、やさし
い英語、ピクトグラム（絵文字）等を活用して表示することに
より、外国人にも理解できるように周知する。また、指導員
が巡回している地域の巡回回数を増やす。
屋内喫煙所設置助成については、民間事業者または区民
が、誰もが無料で利用することができる屋内喫煙所を設置
する場合の助成を行う。

環境政策課 平成29年度～ ― ― ― ● ○

・ポケットティッシュはピクトグラム、日本語、英語で表記し誰
もが分かりやすいデザインに変更し、配布を開始。
・路面シート、電柱看板はデザインを決定し、設置個所を調
査中
・ステッカー、プレートはデザイン検討中
・屋内喫煙所設置費等助成については、周知活動を継続
中。
・巡回地域（目白台・音羽・関口・水道地区）について巡回回
数を増加

H29年度の活動を継続して実施
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87

環境整備 防犯・防災
の推進

避難所表示板の多言語対応

区内33か所全避難所の表示板を更新し、必要な情報を簡
潔にかつわかりやすく伝えられるよう記載内容を見直すとと
もに、従来の日本語・英語に加え、中国語・韓国語表記を追
加し、4か国語対応を図る。

防災課
平成27年度
～平成28年度

― ● ● ― ― ― ― 平成28年度事業終了 予定なし



東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けた文京区の主な取組状況（新規事業）（Ｈ29.12月調査）

スポー
ツ、おも
てなし、
気運醸成

ふれあいサロン
「誰でもスポーツ～リオで大注目！
ボッチャをやってみよう！～」

地域住民の相互交流促進と地域コミュニティの活性化を図るため
に実施するふれあいサロンにおいて、住民がボッチャを体験する
ことで、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて気運を高
めていくとともに、競技そのものの理解に加え、スポーツに関わる
ボランティア活動等についても理解を深めてもらい、地域活動に参
加をするきっかけとする。

区民課
駒込地域活動セ
ンター

平成29年度～ ― ― ― ● ○ 平成29年度に引き続き、平成30年度も実施予定。

商業振興 商店街おもてなし情報発信事業

江戸川橋地区のエリアプロデュース事業と連携し、多言語対応の
おもてなし冊子を製作してPRを進めることで国内外観光客の取り
込みにより商店街の活性化を図る。

経済課 平成30年 ★ ― ― ― ― ○ ― ―

江戸川橋地区の商店街が製作するおもてなし冊子に対して、経費
の一部を助成する。
・年度当初に補助金の申請を受理し、実績報告後、補助金を交
付。
・商店街がエリアプロデュース事業と連携しておもてなし冊子を製
作するにあたり、適宜進捗を把握する。

文化 まるキャンマーケット　～夏の陣、冬
の陣～

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムと
して実施。
文化芸術に触れ合う機会の創出を図ることを目的とし、文京区を
まるごとキャンパスに見立て、創造・体験・鑑賞の３つの視点から、
区内各所において家族で楽しめる文化イベントを実施する。

アカデミー推進
課

平成30年度～ ★ ― ― ― ― ○

創造：参加者と協働し、新たな創造の風を起こす
　　　　実施事業：シャボン玉アート、落書きアート
体験：創造文化都市「文の京」を区内外に広く発信する
　　　　実施事業：寺社活用（活花体験・茶会）、鼓童
鑑賞：伝統文化を体験し、文化力を感じてもらう
　　　　実施事業：寺社活用（書道席上揮毫）、薪能等
各種事業は主に夏休み、冬休み期間中や休日を中心に事業を展
開予定

観光・商
業

展望ラウンジ超観光拠点化事業

年間30万人が訪れるシビックセンター25階展望ラウンジを活用し
て、観光スポットとしてのプレゼンスを向上させることを目的とする
飲食イベントや各種交流イベント等を引き続き実施するとともに、
観光インフォメーション機能の一層の拡充を図る。
平成28年度新規重点施策、平成30年度重点施策（レベルアップ）

アカデミー推進
課

平成30年～ ★ ― ― ● ● ○

（１） 展望ラウンジを会場とする飲食イベント「Sky View Lounge
BAR」を拡充する
（七夕やハロウイン等、様々なテーマのイベントの開催）
（２）１階観光インフォメーションと連携した観光情報の発信
①観光協会職員・観光ボランティアガイドによる観光インフォメー
ション
②観光土産品の販売

観光・商
業

インバウンド歓迎戦略2018 ～外国
人まるごとおもてなしプラン～

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、急増する
外国人観光客を文京区へ戦略的に迎え入れるため、区有施設等
を拠点に、観光案内及び日本文化が体験できるイベント等を定期
的に実施する。また、観光ガイドボランティアの育成や効果的な情
報発信、隣接区との連携事業などを展開することにより、外国人
観光客の受け入れ環境を整備する。

アカデミー推進
課

平成30年～ ★ ― ― ― ― ○ ○ ○

区有施設等を拠点として、以下の取組みを行う。
（１）文の京まちなか観光案内人
観光ガイドボランティアが休日・まつり開催時などを中心に、外国
人観光客の多い地域を巡回し、周辺の案内やオススメの観光ス
ポット等を紹介する。初年度は、根津・千駄木地域にボランティア
を配置し、外国語による対応を可能とするために、翻訳タブレット
を携帯しながら案内を行う。
（２）日本文化体験三昧（月2回程度）
外国人に人気の高い、着付けや茶道・書道、折り紙等の日本文化
が体験できるイベントを開催する。
（３）英語観光ボランティアとまち歩きツアー（年4回程度）
外国人観光客の多い地域で英語でのボランティアガイドツアーを
現地募集で行う。
【基盤整備】
・観光ガイドボランティアの育成・規模拡大　・イベント参加者の
SNS投稿を誘引する仕組の構築
・隣接区との連携により、区界を越えて各々の観光資源を生かし
たマップ作成等の実施

文化 ドイツ料理の日～ホストタウン給食
キャラバン～ ホストタウンであるドイツについて、食を通じて文化を体感する機

会を子どもたちに提供し、東京2020オリンピック・パラリンピックに
向けた気運醸成につなげるため、学校給食に「ドイツ料理の日」を
設ける。

スポーツ振興課
学務課

平成30年～ ★ ― ― ― ― ○ ○ ○

年３回実施予定。
ドイツの文化やその食材が好まれている背景などについて理解を
深められるよう、蘊蓄を記載したランチョンマットを配付する。ま
た、ドイツのＣＩＲ（国際交流員）着任後はＣＩＲが学校を順次訪問
し、子どもたちとの交流を積極的に行う。

平成30年度 取組予定
（29年12月22日時点）

フェー
ズ

取組・事業例（27年度記載） 事業概要 所管課 実施期間 H26 H28 H29 H30 H31 H32H27
重点
施策



平成30年度 取組予定
（29年12月22日時点）

フェー
ズ

取組・事業例（27年度記載） 事業概要 所管課 実施期間 H26 H28 H29 H30 H31 H32H27
重点
施策

気運醸成 スポーツセンターリニューアルイベン
ト 平成30年6月のスポーツセンター改修工事終了に伴い、新たな施

設のお披露目イベントを行い利用促進する。イベントでは、オリン
ピック・パラリンピック競技を中心としたスポーツの体験や、ホスト
タウンであるドイツの文化・伝統芸能等を紹介し、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成につなげる。

スポーツ振興課 平成30年 ★ ― ― ― ― ○

オリンピック・パラリンピック競技体験ブース、オリンピアン・パラリ
ンピアンによるエキシビジョン＆交流体験会、ドイツの伝統文化・
芸能ステージ、ドイツ＆ドイツホストタウン自治体によるPRを行う。

平成30年6月実施予定

国際交流 ＪＥＴプログラムを活用したＣＩＲの導
入 ドイツホストタウンの取組を進めるために、総務省・外務省・文部

科学省が主催するＪＥＴプログラムのうち、国際交流員（ＣＩＲ）を導
入し、現地とのパイプ役とするとともに、区民や職員にとってもっと
も身近な国際交流の機会を創出し、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会を契機とした国際社会の実現の一助とする。

スポーツ振興課
＜オリパラ＞

平成30年～ ★ ― ― ― ― ○

ドイツホストタウン事業の企画立案・実施、ドイツ関連機関との連
絡調整、オリンピック・パラリンピック関連事業でのホストタウンの
ＰＲ、給食キャラバンにおけるドイツ食文化の紹介等を行う。

平成30年8月　任用開始予定

気運醸成 都市鉱山からつくる！みんなのメダ
ルプロジェクト 携帯電話・スマートフォンを回収し、リサイクル金属でメダルを作成

する。
リサイクル清掃
課

平成29年～ ― ― ― ● ○
17階リサイクル清掃課窓口等およびステージ・エコ開催時に回
収。

教育・子
ども

英語体験学習事業 体験型英語学習施設（TOKYO GLOBAL GATEWAY）にて、英語を
用いながら、様々な生活場面の疑似体験等「知識及び技能」を活
用するプログラムや、グループで議論しながら課題を解決するプロ
グラムの中から各学校が選択し体験型の授業を行う。

教育指導課 平成30年～ ★ ― ― ― ― ○

小学校第５学年、第６学年、中学校第２学年、第３学年が、体験型
英語学習施設（TOKYO GLOBAL GATEWAY）で体験学習に取り
組む。

文化 文京アカデミア講座（伝統芸能理
解）の実施

日本の伝統文化を理解・体験する生涯学習講座を実施し、日本文
化を再発見するきっかけや興味を深める一助とする。

（公財）文京アカ
デミー　アカデ
ミー文京

平成18年度～
（それ以前は教育委
員会で実施）

● ● ● ● ○

文化 歌壇・俳壇

日本の伝統文化である短歌・俳句を通して日本文化に触れること
により、短歌・俳句の普及と文化情操の向上を図ることを目的とし
た事業を実施する。

（公財）文京アカ
デミー　アカデ
ミー文京

平成28年度～
（それ以前はアカデ
ミー推進課で実施）

― ― ● ● ○

おもてな
し

文京アカデミア講座（異文化理解）
の実施

異なる文化的背景を持つ人とコミュニケーションをとる際に、文化・
社会・言語・思考などの違いがどのような影響を与えているかにつ
いて、必要な知識と考え方を学ぶ講座を実施する。

（公財）文京アカ
デミー　アカデ
ミー文京

平成29年度～ ― ― ― ●



分野

1 さくらまつり 4/1～2 428

2 つつじまつり 4/20～4/21 387

3 こども新聞 教育
2017/4/1～
2020/12/31

70

4 職員研修（管理職） 5/18 45

5 あじさいまつり 6/10 372

6 うまってどんな動物（プレ展示） 6/19～6/26 区民ひろば展示

7 動物との共生 教育 6/26～28 680

8 朝顔・ほおずき市 7/22～23 417

9 ﾀﾋﾁｱﾝﾀﾞﾝｽ（３年前イベント） 文化 7/22 202

10 金融リテラシー（財務省東京事務所取材） 経済・テクノロジー 8/16 28

11 女性とスポーツ企画展 持続可能性 8/24-25 264

12 子育てフェスタ（ﾌﾞｰｽ出展） 9/3 69

13 こころのバリアフリ－推進プロジェクト 9/10

14 下町まつり 10/15 113

BUNKYO2020カウントダウン　講演＆競技体験会 10/28 181

BUNKYO2020カウントダウン
展示会

10/29～11/3 1050

16 白山祭（東洋大学） 11/4～11/5 328

17 菊まつり 11/10～11/11 526

18 こども新聞展示会 11/19 142

19
未来に向かって、みんなの輝きつなげていこう
（子ども家庭支援センター共催事業）

11/22 232

19 ぬりえ贈呈式 11/29 29

20 東洋大学ボランティア体験会 12/1 39

15

平成29年度　オリンピック・パラリンピック推進事業一覧表　　

№ 事業名
参画プログラム

実施時期 来場者数
（参加・登録）

オールジャパン・世
界への発信

資料第 ４ 号 

























オリンピック・パラリンピックに関する課題への対応について                             平成 30年 1月 24日 

 公式練習会場 ホストタウン 聖火リレー 大会関連ボランティア 

概要 競技ごとに指定され、各国の当該競技の選手が、

大会前及び大会中に練習を行う会場。大会の構成

の一部となる。 

国が進めている構想で、東京 2020 大会開催に向け、全国の自治体と参加国・地域との人的・

経済的・文化的な相互交流を図るとともに、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性

化、観光振興等に資する目的で実施する。 

オリンピック･･･平和・団結・友愛といった理想を体

現し、開催国全体にオリンピックを広め、きたるオリ

ンピックへの関心と期待を呼び起こすもの 

パラリンピック･･･オリンピックからの移行期間中に

勢いや興奮を維持し、人々にパラリンピックの精神及

び価値を伝えるもの。 

①大会ボランティア（運営は組織委員会）･･･競技会

場や選手村等の大会関係施設にて運営サポート 

②都市ボランティア（運営は都）･･･空港や主要駅、

観光地、競技会場の最寄駅周辺での旅行者や観客への

案内等 

※①②合わせて 9 万人以上 

実 施 手

順 

組織委員会が、各施設の管理者に依頼・調整の上、

指定する。 

・国において、ホストタウン構想への参加意向がある自治体を募集し、登録する。 

・上記を行っても、自治体との交流が見込まれない参加国・地域について国がマッチングし、

自治体の登録を促進する。 

・登録自治体に、統一ロゴなど使用許諾、大使館やＩＯＣとの連携支援等、一層の気運醸成を

図る。 

・組織委員会が聖火リレーコンセプト、聖火ランナー

選定基準を作成し、IOC の承認を得る。 

・組織委員会に設置された聖火リレー検討委員会によ

る検討（①コンセプト策定、②ルート選定の基本方針、

③ランナー選定の基本方針、等） 

組織委員会と都が個人を対象にウェブで募集し、決定

する。 

ス ケ ジ

ュール 

28.2 月 組織委員会から施設視察依頼 

29.8月 組織委員会からハンドボールの公式練習

会場の候補として登録することの依頼 

30 年 条件整理、協定内容調整 

31 年 使用協定締結 

32.7 月 選手村開村（練習会場使用開始） 

28.12 月 第三次登録にてドイツを相手国とするホストタウンとして登録 

29.5 月 区長ベルリン訪問に合わせ在ドイツ日本国大使館、ドイツ障害者スポーツ連盟に挨拶 

29.10 月 在日ドイツ大使館主催ホストタウンミーティングに出席 

30 年 「ドイツ料理の日～ホストタウン給食キャラバン～」実施予定 

30.6 月 スポーツセンターリニューアル＆ドイツホストタウンフェスティバル（仮）実施予定 

30.8 月 JET プログラムによるドイツ人の国際交流員（CIR）の採用 

30.9 月 カイザースラウテルン市訪問団受入に合わせたホストタウン事業の実施検討 

29.9 月 聖火リレー検討委員会設置 

30.夏～ 聖火リレールート検討＜都道府県にて詳細

を検討＞ 

31.7 月頃 オリンピックルート概要発表 

31.夏～ ランナー選定 

32.2 月頃 パラリンピックルート概要発表 

28.12 月 「東京 2020 大会に向けたボランティア戦

略」を組織委員会と都が作成。 

30.夏頃 募集開始（①・②）。 

※②の一部は、ラグビーW 杯（H32）での活動に向

け、29 年末より前倒して募集。 

31 年～ 書類選考、面接→採用決定 

31.秋頃 研修 

必要な施

設・設備 

各競技の施設基準（NF 基準）を満たした体育施設 特に定めなし   

区内対象施

設（想定） 

スポーツセンター（ハンドボール） 

 

   

費 用 負

担 

・スポーツ施設の受入体制整備について、都の補

助金あり（補助率2／3。１施設あたり上限3億円）。 

・公式練習会場仕様への変更については、基本的

には組織委員会の負担により行われる。 

受入自治体の責任と費用負担により実施する。   

メ リ ッ

ト 

・東京 2020 大会への大きな貢献となる。 

・オリンピック・パラリンピックへの区民等の気

運醸成やスポーツ振興に資する。 

・オリンピック・パラリンピックへの区民等の気運醸成に資する。 

・相手国との国際交流が進展する。 

 

 

・東京 2020 大会への大きな貢献となる。 

・区民のボランティアマインドを高めることが出来

る。 

課題 ・一定期間、区民等の利用ができなくなる。（練習

会場仕様への変更等に伴い、おおむね大会の２ヶ

月前から使用不可） 

・事前キャンプと時期が重なることが想定される。 

・相手国や日本のオリンピアン・パラリンピアンと区民との交流のために区の施設を使用する

可能性あり。 

・区民の理解を得ながら、どのようにホストタウンの交流を図っていくか。 

 

 

・参加意欲のある区民が大会関連ボランティアに参加

できるような対応を検討する。 

 

他 区 の

動向 

情報なし 都内の登録団体 

第一次･･･武蔵野（ルーマニア）、調布（サウジアラビア） 

第二次･･･世田谷（アメリカ）、青梅（ドイツ）、町田（南アフリカ）、 

第三次･･･文京（ドイツ） 

第四次･･･江戸川（オランダ）、東村山（中国） 

第五次･･･目黒（ケニア）、大田（ブラジル）、府中（オーストリア）、武蔵村山（モンゴル） 

  

区 の 対

応 方 向

性（案） 

組織委員会からスポーツセンターを公式練習会場

の候補として登録したい旨、依頼があったので、

受け入れる方向で調整を行っていく。具体的な受

け入れに当たっては、当該施設の使用方法や代替

施設、区民との関わり等について交渉を行ってい

く。 

相手国の大使館や競技団体等と連携し、区民の理解を得ながらホストタウン事業を実施してい

く。また、ドイツをホストタウンとする全国の自治体との連携を検討する。 

組織委員会から聖火リレーに関する情報提供・依頼等

があった場合は速やかに対応し、区民が関わることが

できるような聖火リレーとなるよう調整していく。 

区民が大会関連ボランティアに参加できるよう、スポ

ーツボランティアや大学連携によって積極的に関与

していく。 

【用語説明】『東京 2020 大会』…「東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会」略称 、『組織委員会』…「公益財団法人東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織員会」略称 、『IOC』…国際オリンピック委員会 、『NOC』…国内オリンピック委員会 、 

『NPC』…国内パラリンピック委員会、『NF』…国内競技連盟 
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オリンピック・パラリンピックに関する課題への対応について      

                        平成 30年 1月 24日 

 事前キャンプ 

概要 大会に参加するアスリートのコンディション調整やパフォーマンス維持等のため、NOC や NPC、

NF などが任意に実施する大会期間前のトレーニングキャンプ。事前キャンプの実施に係る一切の

決定権は、実施する各国の NOC や NPC、NF などが有している。大会を構成するものではない。 

実施手順 ・各自治体と各国 NOC 等が独自に調整・交渉して協定を締結する。 

・各国 NOC 等に対して国内の事前キャンプ候補地を紹介するため、組織委員会が「TOKYO2020 事

前キャンプガイド」を作成。（2016 年 8 月 5 日公表） 

なお、このガイドに区の情報を掲載する場合は、組織委員会に対する意思表明申請を行い、ID

とパスワード付与を受け、所定のページにデータ登録を行う。 

（ガイド掲載は事前キャンプ誘致の要件ではない。） 

・その他のガイド（掲載は随時。施設基準は組織委員会とは別基準。） 

全国知事会：「Sports Camp Japan」 

東京都：「Training Camp in Tokyo」 

スケジュ
ール 

・「TOKYO2020 事前キャンプガイド」掲載関係のスケジュール 

27.4～30.9 月末 ガイド掲載応募期間 

28.8 月 ガイド公表、各国 NOC 等に情報提供開始（随時更新） 

・事前キャンプの決定時期  

選手団との協議次第だが、通常、大会の１～３年前に決定する。 

必要な施
設・設備 

各競技の施設基準（NF 基準）を満たした体育施設。 

宿泊施設（原則として当該自治体の区域内だが、隣接自治体も可能） 

区内対象
施設（想
定） 

体育施設 

スポーツセンター（室内球技等）、小石川運動場（ブラインドサッカー） 

※ 上記のほか、大学等民間の体育施設も活用できる可能性あり。 

費用負担 ・受入自治体の責任と費用負担により実施する。 

・誘致のための施設整備については都の補助金あり（補助率 1／2。１施設あたり上限 1 億円。） 

メリット ・選手とのふれあい等を通じた国際交流や青少年育成 

・地域の活性化、経済及び広報への波及、区民の気運醸成 

・トップアスリートを間近に見ることでスポーツの振興 

課題 ・公式練習会場に指定されると事前キャンプの練習会場にはできない。 

・一定期間、区民等の利用ができなくなる。（通常は１～２週間だが、１ヶ月～１ヶ月半に及ぶケ

ースもある。）。また、急な日程変更等に柔軟に対応する必要がある。 

・選手団と宿泊施設間でのトラブルについても責任は自治体が負う。 

他区の動
向 

キャンプ決定：大田区（ブラジル）、世田谷（アメリカ） 

「事前キャンプガイド」掲載：港、品川、大田、北、板橋、足立、葛飾 

全国知事会：墨田、品川、中野、板橋、足立、葛飾 

東京都：港、品川、目黒、渋谷、杉並、北、板橋、練馬、足立、葛飾  

区の対応
方 向 性
（案） 

公式練習会場の決定まで時間を要することや区民のスポーツ施設の利用状況等を鑑み、積極的な事

前キャンプの受け入れは行わないこととする。 

※事前キャンプについては、今回をもって検討の資料からは除外する。 
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スポーツ振興等事業費補助金及び 

観光インフラ整備支援補助金の活用状況について 

 

１ スポーツ振興等事業費補助金 （東京都）                   

  

区市町村が東京 2020 大会の開催決定を契機として主体的に実施するスポーツ振興や地域の活性

化につながる事業を支援する都の補助金のうち、ソフト事業を対象とする。 

大会の理解促進、スポーツの普及啓発、海外の来訪者の受入体制整備、大会を契機とした文化の

振興を対象とする「普及啓発等事業」と、障害者が参加できる継続的なスポーツ振興事業、前記以

外の障害者スポーツ振興事業を対象とする「障害者スポーツ地域振興事業」の２つの区分に分かれ

る。 

なお、「普及啓発等事業」の補助率は１／２、上限 5,000 千円、「障害者スポーツ地域振興事業」

の補助率４／５、上限 3,000 千円である。 

 

 

●平成 27 年度実績 

区 分 実 績 

普及啓発等事業 2,801 千円 

障害者スポーツ地域振興事業  

合  計 2,801 千円 

 

 

●平成 28 年度実績 

区 分 実 績 

普及啓発等事業 3,897 千円 

障害者スポーツ地域振興事業 1,554 千円 

合  計 5,451 千円 

 

 

●平成 29 年度活用状況 

区 分 交付申請事業 交付申請額 

普及啓発等事業 

・オリンピック・パラリンピック気運醸成事業 

・東京 2020 大会カウントダウンプログラム 

・オリンピック・パラリンピックこども新聞 

・ジュニアアスリート育成事業 

・スポーツボランティア事業 

・パブリックビューイング関連事業 

・オリンピック・パラリンピック推進事業 

・ウォーキング事業 

5,000 千円 

障害者スポーツ地域振興事業 

・スポーツ施設個人利用促進事業 

・スポ・レクひろば 

・パラリンピック応援事業 

2,958 千円 

合 計 7,958 千円 
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２ 区市町村観光インフラ整備支援補助金 （東京観光財団）                         

  

東京都が策定した「外国人旅行者の受入環境整備方針」及び「国内外旅行者のためのわかりやす

い案内サイン標準化指針」を踏まえて、区市町村が実施する外国人旅行者向けの受入環境を整備す

ることを目的とした取組に対して、それに要する経費の一部を補助する。 

 なお、一区市町村当たり、平成２７年度～３１年度までの合計上限１億円（補助率１／２） 

 

 

●平成 27 年度～28 年度実績 

年度 交付申請事業名 交付決定額 

27 年度 申請実績なし  

28 年度 

・文京区無料公衆無線 LAN 環境整備 

・文京区コミュニティバスルートマップ（英語版）の印刷 

・森鷗外記念館の解説の多言語化 

・多言語観光案内リーフレットの作成 

・文京区ウェルカム商店街 

・おもてなし英会話講座 

8,484 千円 

合 計 8,484 千円 

 

 

●平成 29 年度活用状況 

所管課 交付申請事業名 交付申請額 

情報政策課 ・文京区無料公衆無線 LAN 環境整備 1,312 千円 

区民課 ・文京区コミュニティバスルートマップ（英語版）の印刷 749 千円 

ｱｶﾃﾞﾐｰ推進課 ・多言語観光案内リーフレットの作成 2,123 千円 

経済課 ・文京区ウェルカム商店街 1,507 千円 

ｱｶﾃﾞﾐｰ推進課 ・文京ミューズネットマップ（英語版）の印刷 719 千円 

みどり公園課 ・公衆・公園トイレの整備 26,934 千円 

ｱｶﾃﾞﾐｰ推進課 
・文京区デジタルジャーニー（多言語観光アプリケーショ

ンの制作） 
3,077 千円 

合 計 36,421 千円 

 



平成2９年12月
内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局

ホストタウンの第五次登録について
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審査結果と今後のスケジュール

 今後のスケジュール

 第五次登録申請と審査の結果

1
今後も、引き続き申請・登録を実施するが、登録の頻度を変更予定。

第四次登録までの179件とあわせ、
登録数は計211件。

審査対象 登 録
新規申請 31 件 20 件

継続審査 55 件
（うち19件について進捗状

況の報告有）
12 件

11月2日（木）に申請を締め切り、審査を行った結果は以下のとおり。

※ 複数の地方公共団体による共同申請があるため、団体数としては282（第四次登録時252）、
相手国・地域数は82（第四次登録時74）。

※この他、既登録の変更申請（相手国や受入側自治体の追加）が11件あり、
うち9件を変更登録



第五次登録団体の概要

2

都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

北海道 登別市 デンマーク

・デンマークのファボー・ミッドフュン市と友好都市協定を締結し、中学生の派遣事業や市民交流団の相互
派遣など20年以上にわたり交流を継続。このつながりを活かし、競技終了後にデンマークのオリンピアンを招
いて交流会を実施するなど、国際理解の促進やホスピタリティの向上を図る。

青森県 三沢市 カナダ

・米軍基地が所在し、外国人との交流が盛んな国際都市であり、またユニバーサルタウンを目指すという方
針からカナダのウィルチェアラグビーの事前合宿誘致を進めている。今後、選手等との交流を契機とし誰もが
暮らしやすいまちづくりや共生社会の実現を図る。

岩手県 遠野市 ブラジル

・市民の関心が最も高く、多くの人々に親しまれているサッカーを通じ、国際理解の促進や共生社会の実
現、地域スポーツの推進を図るため、競技終了後の交流を含め、ブラジルの視覚障害者5人制サッカー代
表の誘致を進めている。

埼玉県 埼玉県・所沢
市 イタリア

・所沢市に早稲田大学のキャンパスが所在することから、同大学と連携しイタリア代表の事前合宿誘致を進
め、平成29年10月に覚書を締結。今後、イタリアとの友好関係を深めていくとともに、地域の活性化を図
る。

埼玉県 埼玉県・加須
市 コロンビア

・コロンビアの柔道代表チームのコーチが埼玉県出身である縁から、同国の事前合宿誘致を進めている。今
後、地元の平成国際大学や花咲徳栄高校とも連携し、スポーツを通じた若者が集う地域づくりを目指す。

千葉県 千葉県 オランダ

・平成27年8月に開催された世界陸上北京大会の事前合宿を受け入れたことを縁として、東京大会につ
いてもオランダ代表の事前合宿誘致を進め、平成28年7月にオランダオリンピック委員会とオリンピック・パラリ
ンピック計22競技の事前合宿について基本合意。

千葉県 市川市 ブルガリア
・既にブルガリア新体操チームの事前合宿受け入れが決定している山形県村山市と連携し、選手村入村
後のチームの練習会場やスタッフの活動拠点として誘致を進めている。

千葉県 館山市 オランダ

・千葉県とオランダオリンピック委員会との事前合宿に係る基本合意に基づき、オリンピック３種目・パラリン
ピック１種目の受け入れの調整を進める。さらに、同国のパラリンピックを含む自転車競技の事前合宿誘致
を推進している。
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				千葉県 チバケン		館山市 タテヤマシ		オランダ		・千葉県とオランダオリンピック委員会との事前合宿に係る基本合意に基づき、オリンピック３種目・パラリンピック１種目の受け入れの調整を進める。さらに、同国のパラリンピックを含む自転車競技の事前合宿誘致を推進している。
 チバケン イインカイ ジゼン ガッシュク カカ キホン ゴウイ モト シュモク シュモク チョウセイ スス ドウコク フク ジテンシャ キョウギ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				千葉県 チバケン		旭市 アサヒシ		ドイツ		・平成21年からデュッセルドルフ市と子ども同士の卓球交流を行っていることを縁として、ドイツの卓球代表の事前合宿誘致を進めており、これを契機とした更なるスポーツ交流、文化交流、人的交流を図る。
 ヘイセイ ネン シ コ ドウシ タッキュウ コウリュウ オコナ エン タッキュウ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ケイキ サラ コウリュウ ブンカ コウリュウ ジンテキ コウリュウ ハカ				○		○		○

				東京都 トウキョウト		目黒区 メグロク		ケニア		・区内に駐日ケニア大使館が所在し、目黒区国際交流協会が主催する国際交流フェスティバルに長年参加するなど、これまで積極的に地域との交流が行われてきた。
・2017年11月には、交流に係る覚書を締結。ケニアのオリンピアン・パラリンピアンと小・中学校生とのスポーツ交流やケニア文化の紹介などの交流を実施し、大会終了後も継続していく。
 メグロ ク コクサイ コウリュウ キョウカイ シュサイ コクサイ コウリュウ ナガネン サンカ コウリュウ カカ				○		修正あり シュウセイ		○

				東京都 トウキョウト		大田区 オオタク		ブラジル		・平成29年6月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。同委員会は地域交流に積極的に取り組む意向を示しており、平成30年以降の交流に向け調整を行っている。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都 トウキョウト		府中市 フチュウシ		オーストリア		・平成4年にウィーン市ヘルナルス区と友好都市提携を結び、以後25年に渡り市民を交えた文化交流等を継続。これを縁として、オーストリアの卓球代表の事前合宿誘致を進めている。
 シ ク ユウコウ トシ テイケイ ムス イゴ ネン ワタ シミン マジ ブンカ コウリュウ トウ ケイゾク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都		武蔵村山市		モンゴル		・市では小学校の授業への導入や大会の開催など相撲の取組に力を入れていることから、モンゴル相撲が盛んなモンゴルを相手国とし、競技終了後にモンゴルのオリンピアンを招いた交流会の実施や、両国の子どもたちを中心とした文化・スポーツ交流を図る。
				○		修正あり シュウセイ		○

				神奈川県 カナガワケン		相模原市 サガミハラ シ		ブラジル		・女子サッカー、女子バレーボール等の事前合宿に関し、ブラジルオリンピック委員会、ＪＯＣとの間で覚書を締結（2017年6月）。
・「さがプロ2020基本方針」を踏まえ、大会後のレガシー創出を念頭に、ブラジルとの間の交流事業や、パラスポーツ・障害者スポーツの普及活動に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市内サッカーチームにはブラジル人選手が在籍しているほか、約300名のブラジル人が在住。
 ジョシ ジョシ トウ ジゼン ガッシュク カン イインカイ アイダ オボエガキ テイケツ ネン ガツ キホン ホウシン フ ソウシュツ ネントウ ショウガイシャ フキュウ カツドウ ト ク ヤク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福井県 フクイケン		福井市 フクイシ		スロベニア		・福井市で盛んなスポーツであり、平成30年の福井国体の開催施設を持つハンドボール、バスケットボールについて、スロベニア選手の事前合宿誘致を進めており、パラリンピック選手の事前合宿も含め、覚書を調整していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・伝統的に「そば」を多く食べることや、「水仙」の栽培が盛んという共通点をきっかけとして、市民交流を進めていき、また相互の観光業の振興にもつなげていく。　 フクイシ サカ ヘイセイ ネン フクイ コクタイ カイサイ シセツ モ センシュ ジゼン ガッシュク ユウチ スス センシュ ジゼン ガッシュク フク オボエガキ チョウセイ デントウテキ オオ タ スイセン サイバイ サカ キョウツウテン シミン コウリュウ スス ソウゴ カンコウ ギョウ シンコウ				○		○		○

				山梨県 ヤマナシケン		甲府市 コウフシ		フランス		・フランス卓球連盟と事前合宿について基本合意書を2017年10月に締結。卓球を軸に幅広い層の市民交流や文化交流を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・甲府市はポー市と40数年にわたり姉妹都市交流を実施。これまでの相互交流を継続・発展させていく。
　　　　　　 タッキュウ レンメイ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイショ ネン ガツ テイケツ タッキュウ ジク ハバヒロ ソウ シミン コウリュウ ブンカ コウリュウ オコナ ソウゴ コウリュウ ケイゾク ハッテン				○		修正あり シュウセイ		○

				岐阜県 ギフケン		八百津町 ヤオツチョウ		イスラエル		・八百津町は「命のビザ」で知られる杉原千畝氏のふるさとであることから、イスラエルとの関係が深く、これまでも交流事業を多く行ってきている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・競技終了後に選手が八百津町を訪問、交流することにつき合意済。2020年に向け、イスラエル理解のためのイベントの実施等を予定している。
 ヤオツ チョウ イノチ シ スギハラ セン ウネ シ カンケイ フカ コウリュウ ジギョウ オオ オコナ キョウギ シュウリョウ ゴ センシュ ヤオツチョウ ホウモン コウリュウ ゴウイ ズ ネン ム リカイ ジッシ トウ ヨテイ				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		下田市 シモダ シ		米国 ベイコク		・牧之原市と連携のうえ、1854年にペリー提督率いる黒船が来航するなど、古くから縁のある米国とサーフィンを中心とした交流を進める。
 マキノハラシ レンケイ ネン テイトク ヒキ クロフネ ライコウ フル エン ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				愛知県 アイチケン		半田市 ハンダシ		中国 チュウゴク		・平成5年に徐州市と友好都市提携を結び、青少年を中心としたスポーツ交流や文化芸術交流を20年以上にわたり継続。このつながりを活かし、競技終了後に中国のオリンピアンを招いて交流を実施するなど更なる交流の促進を図る。
 ヘイセイ ネン ジョ シュウ シ ユウコウ トシ テイケイ ムス セイショウネン チュウシン コウリュウ ブンカ ゲイジュツ コウリュウ ネン イジョウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ チュウゴク マネ コウリュウ ジッシ サラ コウリュウ ソクシン ハカ				○		○		修正あり シュウセイ

				大阪府 オオサカフ		池田市 イケダ シ		ロシア		・池田市在住のミュンヘンオリンピック男子バレーボール金メダリストの大古誠司氏のつながりから、ロシアバレーボール協会に選手の事前合宿について、働きかけを実施し、2017年9月に合意がなされた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イケダシ ザイジュウ ダンシ キン オオ フル セイジ シ キョウカイ センシュ ハタラ ジッシ ネン ガツ ゴウイ				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 アカシ シ		韓国 カンコク		・明石市在住のパラリンピアン・別所キミヱ選手がキーパーソンとなり、韓国パラ卓球、女子車いす選手の競技終了後の明石市訪問を誘致。協定取り交しにつき、実務的調整を進めていくこととなった。　　　　　　　　
・パラリンピックのホストタウンとして、「まち」と「心」のバリアフリーを推進していく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アカシ ザイジュウ ベッショ センシュ カンコク タッキュウ ジョシ クルマ センシュ アカシ シ ホウモン ユウチ キョウテイ ト カワ ジツムテキ チョウセイ スス ココロ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				奈良県 ナラケン		橿原市・
奈良県 カシハラシ ナラ ケン		カザフスタン		・カザフスタンはユーラシアの交易路・シルクロードにおける中継地として、橿原市は東の終着点という歴史的な縁から、2016年よりカザフスタンの学生に日本文化体験をしてもらう取組を実施。
・陸上及び女子バレーボールの事前合宿の誘致を目指す。
 コウエキ ロ チュウケイ チ カシハラシ ヒガシ シュウチャク テン レキシテキ エン ネン ガクセイ ニホン ブンカ タイケン トリクミ ジッシ リクジョウ オヨ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				島根県 シマネケン		奥出雲町 オクイズモチョウ		インド		・町技であるホッケーを活かし、同じくホッケー競技の盛んなインドとの交流を通じて、同競技の普及振興や地域振興を目指す。
・特産品の仁多米を通じた食文化交流や雲州算盤とインド数学による教育交流を行う。
 マチ ワザ イ オナ キョウギ サカ コウリュウ ツウ ドウ キョウギ フキュウ シンコウ チイキ シンコウ メザ トクサンヒン ニ タ マイ ツウ ショクブンカ コウリュウ ウンシュウ ソロバン スウガク キョウイク コウリュウ オコナ				○		○		修正あり シュウセイ

				広島県 ヒロシマケン		広島市 ヒロシマシ		オーストラリア		・市内のホッケーチームとオーストラリアとのつながりを活かし、オーストラリア代表の事前合宿誘致を目指す。
・両国の若者を中心とした平和・文化に関する交流を行い、相互の理解を深める。
 シナイ イ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ リョウ コク ワカモノ チュウシン ヘイワ ブンカ カン コウリュウ オコナ ソウゴ リカイ フカ				○		修正あり シュウセイ		○

				徳島県 トクシマケン		徳島県 トクシマケン		カンボジア		・2013年より、徳島商業高校はJICA草の根無償資金協力事業を活用し、カンボジアの学校と同国の特産物を利用したお土産共同開発プロジェクトを実施。
・この縁を活かし、カンボジアの水泳チームとの交流を目指す。
 ネン トクシマ ショウギョウ コウコウ クサ ネ ムショウ シキン キョウリョク ジギョウ カツヨウ ガッコウ ドウコク トクサンブツ リヨウ ミヤゲ キョウドウ カイハツ ジッシ エン イ スイエイ コウリュウ メザ				○		○		○

				香川県 カガワケン		高松市 タカマツシ		台湾 タイワン		・従来より盛んであった観光分野における交流を背景に、台湾基隆市と交流協定の締結や日台観光サミット会議の開催地となるなど、一層の交流が進んできた。
・台湾パラリンピック選手との大会後交流等を目指す。
 ジュウライ サカ カンコウ ブンヤ コウリュウ ハイケイ タイワン キールン シ コウリュウ キョウテイ テイケツ ニチ ダイ カンコウ カイギ カイサイチ イッソウ コウリュウ スス タイワン センシュ タイカイゴ コウリュウ トウ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				高知県 コウチケン		土佐町・本山町・須崎市・高知県 トサ マチ モトヤマ チョウ スサキシ コウチケン		ハンガリー		・土佐町・本山町の早明浦ダム湖畔と須崎市の浦ノ内湾を活用したカヌー練習が可能なメリットを生かし、ハンガリーのカヌーチームの事前合宿誘致を目指す。
・高知県嶺北高校カヌー部の外部指導員であるハンガリー金メダリストによる高校生の競技力向上と、交流人口拡大を目的としたカヌー教室の開催等による地域の活性化を目指す。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福岡県 フクオカケン		福岡県・久留米市 フクオカケン クルメシ		ケニア		・2017年、事前キャンプ実施にかかる基本合意を締結。大会前からケニアに親しみを感じるようなイベント等の取組を進め、大会時にはパブリックビューイング等により応援する。
 ネン ジゼン ジッシ キホン ゴウイ テイケツ タイカイ マエ シタ カン トウ トリクミ スス タイカイ ジ トウ オウエン				○		○		修正あり シュウセイ

				長崎県 ナガサキケン		長崎県・諫早市 ナガサキケン イサハヤシ		フィリピン		・本県に本社を置く民間事業者がフィリピンの発展のために、同国への小学校建設や机・椅子等の寄贈による教育支援を実施するなど関係が強化されており、このような縁から陸上競技の事前合宿誘致を進めている。
 ホンケン ホンシャ オ ミンカン ジギョウシャ ハッテン ドウコク ショウガッコウ ケンセツ ツクエ イス ナド キゾウ キョウイク シエン ジッシ カンケイ キョウカ エン リクジョウ キョウギ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				宮崎県 ミヤザキケン		日向市 ヒュウガシ		米国 ベイコク		・1年を通してサーフィンが楽しめる海岸を有する同市では、以前から米国の小学生との相互交流が行われており、また2017年に同市で開催されたISA世界ジュニアサーフィン選手権を契機として、今後米国サーフィンチームの事前合宿誘致を進める。
 ネン トオ タノ カイガン ユウ ドウシ イゼン ベイコク ショウガクセイ ソウゴ コウリュウ オコナ ネン ドウシ カイサイ セカイ センシュケン ケイキ コンゴ ベイコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				鹿児島県 カゴシマケン		鹿屋市 カノヤシ		スロベニア		・スロベニア女子柔道チーム監督と以前から交流のある鹿屋体育大学と連携し、同大学を活用して事前合宿誘致を目指す。
 ジョシ ジュウドウ カントク イゼン コウリュウ カノヤ タイイク ダイガク レンケイ ドウダイガク カツヨウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				鹿児島県 カゴシマケン		大崎町 オオサキ マチ		台湾 タイワン		・直行便が多く運行されるなど、経済交流はもとより、文化・人材面で交流の機会が創出されていることをきっかけとして、台湾陸上競技の長距離チームを中心に事前合宿誘致を進めている。
 チョッコウ ビン オオ ウンコウ ケイザイ コウリュウ ブンカ ジンザイ メン コウリュウ キカイ ソウシュツ タイワン リクジョウ キョウギ チョウキョリ チュウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○





























				登録内容に変更のあった既登録団体 トウロク ナイヨウ ヘンコウ キ トウロク ダンタイ

				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		変更の内容 ヘンコウ ナイヨウ				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				秋田県 アキタケン		大潟村・秋田県 オオガタムラ アキタケン		デンマーク		・実施主体に秋田県を追加。 ジッシ シュタイ アキタケン ツイカ				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		龍ヶ崎市 リュウガサキシ		キューバ、タイ、グアム、フィジー		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øグアムとフィジーの柔道代表候補が流通経済大学の柔道部に所属していることから、同大学と連携しグアム・フィジーの事前合宿誘致を進めている。
 アイテコク ジュウドウ ダイヒョウ コウホ リュウツウ ケイザイ ダイガク ジュウドウ ブ ショゾク ドウダイ ガク レンケイ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		桜川市 サクラガワシ		ブルガリア、モンゴル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø市在住の多田尚克氏がモンゴルの射撃代表チームのコーチを務めていることから、射撃の事前合宿誘致を進め、平成29年7月に覚書を締結。
 アイテコク シ ザイジュウ タダ ナオカツ シ シャゲキ ダイヒョウ ツト シャゲキ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ				○		修正あり シュウセイ		○

				石川県 イシカワ ケン		石川県・小松市 イシカワ ケン コマツ シ		ニュージーランド、ブラジル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øブラジルからパラカヌー選手の東京パラリンピックに向けた事前合宿の依頼があり、合宿を受け入れ。
				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		島田市 シマダ シ		モンゴル、シンガポール		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øシンガポール卓球協会との間で事前合宿について合意。協定締結に向けて調整を行っていく。
 タッキュウ キョウカイ アイダ ジゼン ガッシュク ゴウイ キョウテイ テイケツ ム チョウセイ オコナ				○		○		○

				静岡県 シズオカケン		牧之原市 マキノハラシ		中国、米国 チュウゴク ベイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø姉妹都市における高校生同士の相互交流が以前から行われている米国と、サーフィンを中心とした交流を進める。
 シマイ トシ コウコウセイ ドウシ ソウゴ コウリュウ イゼン オコナ ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ、ネパール エイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø2016年にネパールのパラ水泳選手の合宿を神戸市で受け入れた経緯があり、ネパールのパラ水泳連盟と事前合宿に合意。
 ネン スイエイ センシュ ガッシュク コウベシ ウ イ ケイイ スイエイ レンメイ ジゼン ガッシュク ゴウイ				○		修正あり シュウセイ		○

				奈良県 ナラケン		大和郡山市・奈良県 ヤマトコオリヤマ シ ナラケン		シンガポール、香港 ホンコン		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø香港アマチュア水泳協会から、2018年の水泳選手の合宿について依頼を受けた経緯を踏まえ、オリンピックの事前合宿を調整中。
 ホンコン スイエイ キョウカイ ネン スイエイ センシュ ガッシュク イライ ウ ケイイ フ ジゼン ガッシュク チョウセイ チュウ				○		修正あり シュウセイ		○

				福岡県 フクオカケン		宗像市 ムナカタ シ		ブルガリア、ロシア		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øクラブチームを中心としてラグビーが盛んな土地柄であり、同市で毎年開催されているラグビーユース交流大会にロシアの高校生チームが参加。この交流を核に7人制女子ラグビーの事前合宿誘致を進めている。
 チュウシン サカ トチガラ ドウシ マイトシ カイサイ コウリュウ タイカイ コウコウセイ サンカ コウリュウ カク ニンセイ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

千葉県 旭市 ドイツ
・平成21年からデュッセルドルフ市と子ども同士の卓球交流を行っていることを縁として、ドイツの卓球代表の
事前合宿誘致を進めており、これを契機とした更なるスポーツ交流、文化交流、人的交流を図る。

東京都 目黒区 ケニア

・区内に駐日ケニア大使館が所在し、目黒区国際交流協会が主催する国際交流フェスティバルに長年参
加するなど、これまで積極的に地域との交流が行われてきた。
・2017年11月には、交流に係る覚書を締結。ケニアのオリンピアン・パラリンピアンと小・中学校生とのスポー
ツ交流やケニア文化の紹介などの交流を実施し、大会終了後も継続していく。

東京都 大田区 ブラジル
・平成29年6月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。同委員会は地域交流に積
極的に取り組む意向を示しており、平成30年以降の交流に向け調整を行っている。

東京都 府中市 オーストリア
・平成4年にウィーン市ヘルナルス区と友好都市提携を結び、以後25年に渡り市民を交えた文化交流等を
継続。これを縁として、オーストリアの卓球代表の事前合宿誘致を進めている。

東京都 武蔵村山市 モンゴル

・市では小学校の授業への導入や大会の開催など相撲の取組に力を入れていることから、モンゴル相撲が
盛んなモンゴルを相手国とし、競技終了後にモンゴルのオリンピアンを招いた交流会の実施や、両国の子ども
たちを中心とした文化・スポーツ交流を図る。

神奈川県 相模原市 ブラジル

・女子サッカー、女子バレーボール等の事前合宿に関し、ブラジルオリンピック委員会、ＪＯＣとの間で覚書
を締結（2017年6月）。
・「さがプロ2020基本方針」を踏まえ、大会後のレガシー創出を念頭に、ブラジルとの間の交流事業や、パラ
スポーツ・障害者スポーツの普及活動に取り組む。
・市内サッカーチームにはブラジル人選手が在籍しているほか、約300名のブラジル人が在住。

福井県 福井市 スロベニア

・福井市で盛んなスポーツであり、平成30年の福井国体の開催施設を持つハンドボール、バスケットボール
について、スロベニア選手の事前合宿誘致を進めており、パラリンピック選手の事前合宿も含め、覚書を調
整していく。
・伝統的に「そば」を多く食べることや、「水仙」の栽培が盛んという共通点をきっかけとして、市民交流を進め
ていき、また相互の観光業の振興にもつなげていく。

山梨県 甲府市 フランス

・フランス卓球連盟と事前合宿について基本合意書を2017年10月に締結。卓球を軸に幅広い層の市民
交流や文化交流を行う。
・甲府市はポー市と40数年にわたり姉妹都市交流を実施。これまでの相互交流を継続・発展させていく。
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				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		計画の特色 ケイカク トクショク				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				北海道 ホッカイドウ		登別市 ノボリベツシ		デンマーク		・デンマークのファボー・ミッドフュン市と友好都市協定を締結し、中学生の派遣事業や市民交流団の相互派遣など20年以上にわたり交流を継続。このつながりを活かし、競技終了後にデンマークのオリンピアンを招いて交流会を実施するなど、国際理解の促進やホスピタリティの向上を図る。
 シ ユウコウ トシ キョウテイ テイケツ チュウガクセイ ハケン ジギョウ シミン コウリュウ ダン ソウゴ ハケン ネン イジョウ コウリュウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ マネ コウリュウカイ ジッシ コクサイ リカイ ソクシン コウジョウ ハカ				○		○		○

				青森県 アオモリケン		三沢市 ミサワシ		カナダ		・米軍基地が所在し、外国人との交流が盛んな国際都市であり、またユニバーサルタウンを目指すという方針からカナダのウィルチェアラグビーの事前合宿誘致を進めている。今後、選手等との交流を契機とし誰もが暮らしやすいまちづくりや共生社会の実現を図る。
 ベイグン キチ ショザイ ガイコク ジン コウリュウ サカ コクサイ トシ メザ ホウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス コンゴ センシュ トウ コウリュウ ケイキ ダレ ク キョウセイ シャカイ ジツゲン ハカ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				岩手県 イワテケン		遠野市 トオノシ		ブラジル		・市民の関心が最も高く、多くの人々に親しまれているサッカーを通じ、国際理解の促進や共生社会の実現、地域スポーツの推進を図るため、競技終了後の交流を含め、ブラジルの視覚障害者5人制サッカー代表の誘致を進めている。
 シミン カンシン モット タカ オオ ヒトビト シタ ツウ コクサイ リカイ ソクシン キョウセイ シャカイ ジツゲン チイキ スイシン ハカ キョウギ シュウリョウゴ コウリュウ フク シカク ショウガイ シャ ニンセイ ダイヒョウ ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				埼玉県 サイタマケン		埼玉県・所沢市 サイタマケン トコロザワシ		イタリア		・所沢市に早稲田大学のキャンパスが所在することから、同大学と連携しイタリア代表の事前合宿誘致を進め、平成29年10月に覚書を締結。今後、イタリアとの友好関係を深めていくとともに、地域の活性化を図る。
 トコロザワシ ワセダ ダイガク ショザイ ドウダイ ガク レンケイ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ コンゴ ユウコウ カンケイ フカ チイキ カッセイカ ハカ				○		○		○

				埼玉県 サイタマケン		埼玉県・加須市 サイタマケン カ ス シ		コロンビア		・コロンビアの柔道代表チームのコーチが埼玉県出身である縁から、同国の事前合宿誘致を進めている。今後、地元の平成国際大学や花咲徳栄高校とも連携し、スポーツを通じた若者が集う地域づくりを目指す。
 ジュウドウダイヒョウ サイタマケン シュッシン エン ドウコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス コンゴ ジモト ヘイセイ コクサイ ダイガク ハナサキ トクエイ コウコウ レンケイ ツウ ワカモノ ツド チイキ メザ				○		修正あり シュウセイ		○

				千葉県 チバケン		千葉県 チバケン		オランダ		・平成27年8月に開催された世界陸上北京大会の事前合宿を受け入れたことを縁として、東京大会についてもオランダ代表の事前合宿誘致を進め、平成28年7月にオランダオリンピック委員会とオリンピック・パラリンピック計22競技の事前合宿について基本合意。
 ヘイセイ ネン ガツ カイサイ セカイ リクジョウ ペキン タイカイ ジゼン ガッシュク エン トウキョウ タイカイ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ イインカイ ケイ キョウギ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイ				○		○		○

				千葉県 チバケン		市川市 イチカワシ		ブルガリア		・既にブルガリア新体操チームの事前合宿受け入れが決定している山形県村山市と連携し、選手村入村後のチームの練習会場やスタッフの活動拠点として誘致を進めている。
 スデ シンタイソウ ジゼン ガッシュク ウ イ ケッテイ ヤマガタケン ムラヤマシ レンケイ センシュ ムラ ニュウソン ゴ レンシュウ カイジョウ カツドウ キョテン ユウチ スス				○		○		○

				千葉県 チバケン		館山市 タテヤマシ		オランダ		・千葉県とオランダオリンピック委員会との事前合宿に係る基本合意に基づき、オリンピック３種目・パラリンピック１種目の受け入れの調整を進める。さらに、同国のパラリンピックを含む自転車競技の事前合宿誘致を推進している。
 チバケン イインカイ ジゼン ガッシュク カカ キホン ゴウイ モト シュモク シュモク チョウセイ スス ドウコク フク ジテンシャ キョウギ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				千葉県 チバケン		旭市 アサヒシ		ドイツ		・平成21年からデュッセルドルフ市と子ども同士の卓球交流を行っていることを縁として、ドイツの卓球代表の事前合宿誘致を進めており、これを契機とした更なるスポーツ交流、文化交流、人的交流を図る。
 ヘイセイ ネン シ コ ドウシ タッキュウ コウリュウ オコナ エン タッキュウ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ケイキ サラ コウリュウ ブンカ コウリュウ ジンテキ コウリュウ ハカ				○		○		○

				東京都 トウキョウト		目黒区 メグロク		ケニア		・区内に駐日ケニア大使館が所在し、目黒区国際交流協会が主催する国際交流フェスティバルに長年参加するなど、これまで積極的に地域との交流が行われてきた。
・2017年11月には、交流に係る覚書を締結。ケニアのオリンピアン・パラリンピアンと小・中学校生とのスポーツ交流やケニア文化の紹介などの交流を実施し、大会終了後も継続していく。
 メグロ ク コクサイ コウリュウ キョウカイ シュサイ コクサイ コウリュウ ナガネン サンカ コウリュウ カカ				○		修正あり シュウセイ		○

				東京都 トウキョウト		大田区 オオタク		ブラジル		・平成29年6月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。同委員会は地域交流に積極的に取り組む意向を示しており、平成30年以降の交流に向け調整を行っている。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都 トウキョウト		府中市 フチュウシ		オーストリア		・平成4年にウィーン市ヘルナルス区と友好都市提携を結び、以後25年に渡り市民を交えた文化交流等を継続。これを縁として、オーストリアの卓球代表の事前合宿誘致を進めている。
 シ ク ユウコウ トシ テイケイ ムス イゴ ネン ワタ シミン マジ ブンカ コウリュウ トウ ケイゾク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都		武蔵村山市		モンゴル		・市では小学校の授業への導入や大会の開催など相撲の取組に力を入れていることから、モンゴル相撲が盛んなモンゴルを相手国とし、競技終了後にモンゴルのオリンピアンを招いた交流会の実施や、両国の子どもたちを中心とした文化・スポーツ交流を図る。
				○		修正あり シュウセイ		○

				神奈川県 カナガワケン		相模原市 サガミハラ シ		ブラジル		・女子サッカー、女子バレーボール等の事前合宿に関し、ブラジルオリンピック委員会、ＪＯＣとの間で覚書を締結（2017年6月）。
・「さがプロ2020基本方針」を踏まえ、大会後のレガシー創出を念頭に、ブラジルとの間の交流事業や、パラスポーツ・障害者スポーツの普及活動に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市内サッカーチームにはブラジル人選手が在籍しているほか、約300名のブラジル人が在住。
 ジョシ ジョシ トウ ジゼン ガッシュク カン イインカイ アイダ オボエガキ テイケツ ネン ガツ キホン ホウシン フ ソウシュツ ネントウ ショウガイシャ フキュウ カツドウ ト ク ヤク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福井県 フクイケン		福井市 フクイシ		スロベニア		・福井市で盛んなスポーツであり、平成30年の福井国体の開催施設を持つハンドボール、バスケットボールについて、スロベニア選手の事前合宿誘致を進めており、パラリンピック選手の事前合宿も含め、覚書を調整していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・伝統的に「そば」を多く食べることや、「水仙」の栽培が盛んという共通点をきっかけとして、市民交流を進めていき、また相互の観光業の振興にもつなげていく。　 フクイシ サカ ヘイセイ ネン フクイ コクタイ カイサイ シセツ モ センシュ ジゼン ガッシュク ユウチ スス センシュ ジゼン ガッシュク フク オボエガキ チョウセイ デントウテキ オオ タ スイセン サイバイ サカ キョウツウテン シミン コウリュウ スス ソウゴ カンコウ ギョウ シンコウ				○		○		○

				山梨県 ヤマナシケン		甲府市 コウフシ		フランス		・フランス卓球連盟と事前合宿について基本合意書を2017年10月に締結。卓球を軸に幅広い層の市民交流や文化交流を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・甲府市はポー市と40数年にわたり姉妹都市交流を実施。これまでの相互交流を継続・発展させていく。
　　　　　　 タッキュウ レンメイ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイショ ネン ガツ テイケツ タッキュウ ジク ハバヒロ ソウ シミン コウリュウ ブンカ コウリュウ オコナ ソウゴ コウリュウ ケイゾク ハッテン				○		修正あり シュウセイ		○

				岐阜県 ギフケン		八百津町 ヤオツチョウ		イスラエル		・八百津町は「命のビザ」で知られる杉原千畝氏のふるさとであることから、イスラエルとの関係が深く、これまでも交流事業を多く行ってきている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・競技終了後に選手が八百津町を訪問、交流することにつき合意済。2020年に向け、イスラエル理解のためのイベントの実施等を予定している。
 ヤオツ チョウ イノチ シ スギハラ セン ウネ シ カンケイ フカ コウリュウ ジギョウ オオ オコナ キョウギ シュウリョウ ゴ センシュ ヤオツチョウ ホウモン コウリュウ ゴウイ ズ ネン ム リカイ ジッシ トウ ヨテイ				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		下田市 シモダ シ		米国 ベイコク		・牧之原市と連携のうえ、1854年にペリー提督率いる黒船が来航するなど、古くから縁のある米国とサーフィンを中心とした交流を進める。
 マキノハラシ レンケイ ネン テイトク ヒキ クロフネ ライコウ フル エン ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				愛知県 アイチケン		半田市 ハンダシ		中国 チュウゴク		・平成5年に徐州市と友好都市提携を結び、青少年を中心としたスポーツ交流や文化芸術交流を20年以上にわたり継続。このつながりを活かし、競技終了後に中国のオリンピアンを招いて交流を実施するなど更なる交流の促進を図る。
 ヘイセイ ネン ジョ シュウ シ ユウコウ トシ テイケイ ムス セイショウネン チュウシン コウリュウ ブンカ ゲイジュツ コウリュウ ネン イジョウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ チュウゴク マネ コウリュウ ジッシ サラ コウリュウ ソクシン ハカ				○		○		修正あり シュウセイ

				大阪府 オオサカフ		池田市 イケダ シ		ロシア		・池田市在住のミュンヘンオリンピック男子バレーボール金メダリストの大古誠司氏のつながりから、ロシアバレーボール協会に選手の事前合宿について、働きかけを実施し、2017年9月に合意がなされた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イケダシ ザイジュウ ダンシ キン オオ フル セイジ シ キョウカイ センシュ ハタラ ジッシ ネン ガツ ゴウイ				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 アカシ シ		韓国 カンコク		・明石市在住のパラリンピアン・別所キミヱ選手がキーパーソンとなり、韓国パラ卓球、女子車いす選手の競技終了後の明石市訪問を誘致。協定取り交しにつき、実務的調整を進めていくこととなった。　　　　　　　　
・パラリンピックのホストタウンとして、「まち」と「心」のバリアフリーを推進していく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アカシ ザイジュウ ベッショ センシュ カンコク タッキュウ ジョシ クルマ センシュ アカシ シ ホウモン ユウチ キョウテイ ト カワ ジツムテキ チョウセイ スス ココロ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				奈良県 ナラケン		橿原市・
奈良県 カシハラシ ナラ ケン		カザフスタン		・カザフスタンはユーラシアの交易路・シルクロードにおける中継地として、橿原市は東の終着点という歴史的な縁から、2016年よりカザフスタンの学生に日本文化体験をしてもらう取組を実施。
・陸上及び女子バレーボールの事前合宿の誘致を目指す。
 コウエキ ロ チュウケイ チ カシハラシ ヒガシ シュウチャク テン レキシテキ エン ネン ガクセイ ニホン ブンカ タイケン トリクミ ジッシ リクジョウ オヨ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				島根県 シマネケン		奥出雲町 オクイズモチョウ		インド		・町技であるホッケーを活かし、同じくホッケー競技の盛んなインドとの交流を通じて、同競技の普及振興や地域振興を目指す。
・特産品の仁多米を通じた食文化交流や雲州算盤とインド数学による教育交流を行う。
 マチ ワザ イ オナ キョウギ サカ コウリュウ ツウ ドウ キョウギ フキュウ シンコウ チイキ シンコウ メザ トクサンヒン ニ タ マイ ツウ ショクブンカ コウリュウ ウンシュウ ソロバン スウガク キョウイク コウリュウ オコナ				○		○		修正あり シュウセイ

				広島県 ヒロシマケン		広島市 ヒロシマシ		オーストラリア		・市内のホッケーチームとオーストラリアとのつながりを活かし、オーストラリア代表の事前合宿誘致を目指す。
・両国の若者を中心とした平和・文化に関する交流を行い、相互の理解を深める。
 シナイ イ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ リョウ コク ワカモノ チュウシン ヘイワ ブンカ カン コウリュウ オコナ ソウゴ リカイ フカ				○		修正あり シュウセイ		○

				徳島県 トクシマケン		徳島県 トクシマケン		カンボジア		・2013年より、徳島商業高校はJICA草の根無償資金協力事業を活用し、カンボジアの学校と同国の特産物を利用したお土産共同開発プロジェクトを実施。
・この縁を活かし、カンボジアの水泳チームとの交流を目指す。
 ネン トクシマ ショウギョウ コウコウ クサ ネ ムショウ シキン キョウリョク ジギョウ カツヨウ ガッコウ ドウコク トクサンブツ リヨウ ミヤゲ キョウドウ カイハツ ジッシ エン イ スイエイ コウリュウ メザ				○		○		○

				香川県 カガワケン		高松市 タカマツシ		台湾 タイワン		・従来より盛んであった観光分野における交流を背景に、台湾基隆市と交流協定の締結や日台観光サミット会議の開催地となるなど、一層の交流が進んできた。
・台湾パラリンピック選手との大会後交流等を目指す。
 ジュウライ サカ カンコウ ブンヤ コウリュウ ハイケイ タイワン キールン シ コウリュウ キョウテイ テイケツ ニチ ダイ カンコウ カイギ カイサイチ イッソウ コウリュウ スス タイワン センシュ タイカイゴ コウリュウ トウ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				高知県 コウチケン		土佐町・本山町・須崎市・高知県 トサ マチ モトヤマ チョウ スサキシ コウチケン		ハンガリー		・土佐町・本山町の早明浦ダム湖畔と須崎市の浦ノ内湾を活用したカヌー練習が可能なメリットを生かし、ハンガリーのカヌーチームの事前合宿誘致を目指す。
・高知県嶺北高校カヌー部の外部指導員であるハンガリー金メダリストによる高校生の競技力向上と、交流人口拡大を目的としたカヌー教室の開催等による地域の活性化を目指す。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福岡県 フクオカケン		福岡県・久留米市 フクオカケン クルメシ		ケニア		・2017年、事前キャンプ実施にかかる基本合意を締結。大会前からケニアに親しみを感じるようなイベント等の取組を進め、大会時にはパブリックビューイング等により応援する。
 ネン ジゼン ジッシ キホン ゴウイ テイケツ タイカイ マエ シタ カン トウ トリクミ スス タイカイ ジ トウ オウエン				○		○		修正あり シュウセイ

				長崎県 ナガサキケン		長崎県・諫早市 ナガサキケン イサハヤシ		フィリピン		・本県に本社を置く民間事業者がフィリピンの発展のために、同国への小学校建設や机・椅子等の寄贈による教育支援を実施するなど関係が強化されており、このような縁から陸上競技の事前合宿誘致を進めている。
 ホンケン ホンシャ オ ミンカン ジギョウシャ ハッテン ドウコク ショウガッコウ ケンセツ ツクエ イス ナド キゾウ キョウイク シエン ジッシ カンケイ キョウカ エン リクジョウ キョウギ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				宮崎県 ミヤザキケン		日向市 ヒュウガシ		米国 ベイコク		・1年を通してサーフィンが楽しめる海岸を有する同市では、以前から米国の小学生との相互交流が行われており、また2017年に同市で開催されたISA世界ジュニアサーフィン選手権を契機として、今後米国サーフィンチームの事前合宿誘致を進める。
 ネン トオ タノ カイガン ユウ ドウシ イゼン ベイコク ショウガクセイ ソウゴ コウリュウ オコナ ネン ドウシ カイサイ セカイ センシュケン ケイキ コンゴ ベイコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				鹿児島県 カゴシマケン		鹿屋市 カノヤシ		スロベニア		・スロベニア女子柔道チーム監督と以前から交流のある鹿屋体育大学と連携し、同大学を活用して事前合宿誘致を目指す。
 ジョシ ジュウドウ カントク イゼン コウリュウ カノヤ タイイク ダイガク レンケイ ドウダイガク カツヨウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				鹿児島県 カゴシマケン		大崎町 オオサキ マチ		台湾 タイワン		・直行便が多く運行されるなど、経済交流はもとより、文化・人材面で交流の機会が創出されていることをきっかけとして、台湾陸上競技の長距離チームを中心に事前合宿誘致を進めている。
 チョッコウ ビン オオ ウンコウ ケイザイ コウリュウ ブンカ ジンザイ メン コウリュウ キカイ ソウシュツ タイワン リクジョウ キョウギ チョウキョリ チュウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○





























				登録内容に変更のあった既登録団体 トウロク ナイヨウ ヘンコウ キ トウロク ダンタイ

				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		変更の内容 ヘンコウ ナイヨウ				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				秋田県 アキタケン		大潟村・秋田県 オオガタムラ アキタケン		デンマーク		・実施主体に秋田県を追加。 ジッシ シュタイ アキタケン ツイカ				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		龍ヶ崎市 リュウガサキシ		キューバ、タイ、グアム、フィジー		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øグアムとフィジーの柔道代表候補が流通経済大学の柔道部に所属していることから、同大学と連携しグアム・フィジーの事前合宿誘致を進めている。
 アイテコク ジュウドウ ダイヒョウ コウホ リュウツウ ケイザイ ダイガク ジュウドウ ブ ショゾク ドウダイ ガク レンケイ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		桜川市 サクラガワシ		ブルガリア、モンゴル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø市在住の多田尚克氏がモンゴルの射撃代表チームのコーチを務めていることから、射撃の事前合宿誘致を進め、平成29年7月に覚書を締結。
 アイテコク シ ザイジュウ タダ ナオカツ シ シャゲキ ダイヒョウ ツト シャゲキ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ				○		修正あり シュウセイ		○

				石川県 イシカワ ケン		石川県・小松市 イシカワ ケン コマツ シ		ニュージーランド、ブラジル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øブラジルからパラカヌー選手の東京パラリンピックに向けた事前合宿の依頼があり、合宿を受け入れ。
				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		島田市 シマダ シ		モンゴル、シンガポール		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øシンガポール卓球協会との間で事前合宿について合意。協定締結に向けて調整を行っていく。
 タッキュウ キョウカイ アイダ ジゼン ガッシュク ゴウイ キョウテイ テイケツ ム チョウセイ オコナ				○		○		○

				静岡県 シズオカケン		牧之原市 マキノハラシ		中国、米国 チュウゴク ベイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø姉妹都市における高校生同士の相互交流が以前から行われている米国と、サーフィンを中心とした交流を進める。
 シマイ トシ コウコウセイ ドウシ ソウゴ コウリュウ イゼン オコナ ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ、ネパール エイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø2016年にネパールのパラ水泳選手の合宿を神戸市で受け入れた経緯があり、ネパールのパラ水泳連盟と事前合宿に合意。
 ネン スイエイ センシュ ガッシュク コウベシ ウ イ ケイイ スイエイ レンメイ ジゼン ガッシュク ゴウイ				○		修正あり シュウセイ		○

				奈良県 ナラケン		大和郡山市・奈良県 ヤマトコオリヤマ シ ナラケン		シンガポール、香港 ホンコン		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø香港アマチュア水泳協会から、2018年の水泳選手の合宿について依頼を受けた経緯を踏まえ、オリンピックの事前合宿を調整中。
 ホンコン スイエイ キョウカイ ネン スイエイ センシュ ガッシュク イライ ウ ケイイ フ ジゼン ガッシュク チョウセイ チュウ				○		修正あり シュウセイ		○

				福岡県 フクオカケン		宗像市 ムナカタ シ		ブルガリア、ロシア		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øクラブチームを中心としてラグビーが盛んな土地柄であり、同市で毎年開催されているラグビーユース交流大会にロシアの高校生チームが参加。この交流を核に7人制女子ラグビーの事前合宿誘致を進めている。
 チュウシン サカ トチガラ ドウシ マイトシ カイサイ コウリュウ タイカイ コウコウセイ サンカ コウリュウ カク ニンセイ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

岐阜県 八百津町 イスラエル

・八百津町は「命のビザ」で知られる杉原千畝氏のふるさとであることから、イスラエルとの関係が深く、これまで
も交流事業を多く行ってきている。
・競技終了後に選手が八百津町を訪問、交流することにつき合意済。2020年に向け、イスラエル理解のた
めのイベントの実施等を予定している。

静岡県 下田市 米国
・牧之原市と連携のうえ、1854年にペリー提督率いる黒船が来航するなど、古くから縁のある米国とサーフィ
ンを中心とした交流を進める。

愛知県 半田市 中国

・平成5年に徐州市と友好都市提携を結び、青少年を中心としたスポーツ交流や文化芸術交流を20年
以上にわたり継続。このつながりを活かし、競技終了後に中国のオリンピアンを招いて交流を実施するなど更
なる交流の促進を図る。

大阪府 池田市 ロシア
・池田市在住のミュンヘンオリンピック男子バレーボール金メダリストの大古誠司氏のつながりから、ロシアバ
レーボール協会に選手の事前合宿について、働きかけを実施し、2017年9月に合意がなされた。

兵庫県 明石市 韓国

・明石市在住のパラリンピアン・別所キミヱ選手がキーパーソンとなり、韓国パラ卓球、女子車いす選手の競
技終了後の明石市訪問を誘致。協定取り交しにつき、実務的調整を進めていくこととなった。
・パラリンピックのホストタウンとして、「まち」と「心」のバリアフリーを推進していく。

奈良県 橿原市・
奈良県 カザフスタン

・カザフスタンはユーラシアの交易路・シルクロードにおける中継地として、橿原市は東の終着点という歴史的
な縁から、2016年よりカザフスタンの学生に日本文化体験をしてもらう取組を実施。
・陸上及び女子バレーボールの事前合宿の誘致を目指す。

島根県 奥出雲町 インド

・町技であるホッケーを活かし、同じくホッケー競技の盛んなインドとの交流を通じて、同競技の普及振興や
地域振興を目指す。
・特産品の仁多米を通じた食文化交流や雲州算盤とインド数学による教育交流を行う。

広島県 広島市 オーストラリア
・市内のホッケーチームとオーストラリアとのつながりを活かし、オーストラリア代表の事前合宿誘致を目指す。
・両国の若者を中心とした平和・文化に関する交流を行い、相互の理解を深める。


sheet1

				ホストタウン（第五次登録）の概要 ５

				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		計画の特色 ケイカク トクショク				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				北海道 ホッカイドウ		登別市 ノボリベツシ		デンマーク		・デンマークのファボー・ミッドフュン市と友好都市協定を締結し、中学生の派遣事業や市民交流団の相互派遣など20年以上にわたり交流を継続。このつながりを活かし、競技終了後にデンマークのオリンピアンを招いて交流会を実施するなど、国際理解の促進やホスピタリティの向上を図る。
 シ ユウコウ トシ キョウテイ テイケツ チュウガクセイ ハケン ジギョウ シミン コウリュウ ダン ソウゴ ハケン ネン イジョウ コウリュウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ マネ コウリュウカイ ジッシ コクサイ リカイ ソクシン コウジョウ ハカ				○		○		○

				青森県 アオモリケン		三沢市 ミサワシ		カナダ		・米軍基地が所在し、外国人との交流が盛んな国際都市であり、またユニバーサルタウンを目指すという方針からカナダのウィルチェアラグビーの事前合宿誘致を進めている。今後、選手等との交流を契機とし誰もが暮らしやすいまちづくりや共生社会の実現を図る。
 ベイグン キチ ショザイ ガイコク ジン コウリュウ サカ コクサイ トシ メザ ホウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス コンゴ センシュ トウ コウリュウ ケイキ ダレ ク キョウセイ シャカイ ジツゲン ハカ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				岩手県 イワテケン		遠野市 トオノシ		ブラジル		・市民の関心が最も高く、多くの人々に親しまれているサッカーを通じ、国際理解の促進や共生社会の実現、地域スポーツの推進を図るため、競技終了後の交流を含め、ブラジルの視覚障害者5人制サッカー代表の誘致を進めている。
 シミン カンシン モット タカ オオ ヒトビト シタ ツウ コクサイ リカイ ソクシン キョウセイ シャカイ ジツゲン チイキ スイシン ハカ キョウギ シュウリョウゴ コウリュウ フク シカク ショウガイ シャ ニンセイ ダイヒョウ ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				埼玉県 サイタマケン		埼玉県・所沢市 サイタマケン トコロザワシ		イタリア		・所沢市に早稲田大学のキャンパスが所在することから、同大学と連携しイタリア代表の事前合宿誘致を進め、平成29年10月に覚書を締結。今後、イタリアとの友好関係を深めていくとともに、地域の活性化を図る。
 トコロザワシ ワセダ ダイガク ショザイ ドウダイ ガク レンケイ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ コンゴ ユウコウ カンケイ フカ チイキ カッセイカ ハカ				○		○		○

				埼玉県 サイタマケン		埼玉県・加須市 サイタマケン カ ス シ		コロンビア		・コロンビアの柔道代表チームのコーチが埼玉県出身である縁から、同国の事前合宿誘致を進めている。今後、地元の平成国際大学や花咲徳栄高校とも連携し、スポーツを通じた若者が集う地域づくりを目指す。
 ジュウドウダイヒョウ サイタマケン シュッシン エン ドウコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス コンゴ ジモト ヘイセイ コクサイ ダイガク ハナサキ トクエイ コウコウ レンケイ ツウ ワカモノ ツド チイキ メザ				○		修正あり シュウセイ		○

				千葉県 チバケン		千葉県 チバケン		オランダ		・平成27年8月に開催された世界陸上北京大会の事前合宿を受け入れたことを縁として、東京大会についてもオランダ代表の事前合宿誘致を進め、平成28年7月にオランダオリンピック委員会とオリンピック・パラリンピック計22競技の事前合宿について基本合意。
 ヘイセイ ネン ガツ カイサイ セカイ リクジョウ ペキン タイカイ ジゼン ガッシュク エン トウキョウ タイカイ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ イインカイ ケイ キョウギ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイ				○		○		○

				千葉県 チバケン		市川市 イチカワシ		ブルガリア		・既にブルガリア新体操チームの事前合宿受け入れが決定している山形県村山市と連携し、選手村入村後のチームの練習会場やスタッフの活動拠点として誘致を進めている。
 スデ シンタイソウ ジゼン ガッシュク ウ イ ケッテイ ヤマガタケン ムラヤマシ レンケイ センシュ ムラ ニュウソン ゴ レンシュウ カイジョウ カツドウ キョテン ユウチ スス				○		○		○

				千葉県 チバケン		館山市 タテヤマシ		オランダ		・千葉県とオランダオリンピック委員会との事前合宿に係る基本合意に基づき、オリンピック３種目・パラリンピック１種目の受け入れの調整を進める。さらに、同国のパラリンピックを含む自転車競技の事前合宿誘致を推進している。
 チバケン イインカイ ジゼン ガッシュク カカ キホン ゴウイ モト シュモク シュモク チョウセイ スス ドウコク フク ジテンシャ キョウギ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				千葉県 チバケン		旭市 アサヒシ		ドイツ		・平成21年からデュッセルドルフ市と子ども同士の卓球交流を行っていることを縁として、ドイツの卓球代表の事前合宿誘致を進めており、これを契機とした更なるスポーツ交流、文化交流、人的交流を図る。
 ヘイセイ ネン シ コ ドウシ タッキュウ コウリュウ オコナ エン タッキュウ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ケイキ サラ コウリュウ ブンカ コウリュウ ジンテキ コウリュウ ハカ				○		○		○

				東京都 トウキョウト		目黒区 メグロク		ケニア		・区内に駐日ケニア大使館が所在し、目黒区国際交流協会が主催する国際交流フェスティバルに長年参加するなど、これまで積極的に地域との交流が行われてきた。
・2017年11月には、交流に係る覚書を締結。ケニアのオリンピアン・パラリンピアンと小・中学校生とのスポーツ交流やケニア文化の紹介などの交流を実施し、大会終了後も継続していく。
 メグロ ク コクサイ コウリュウ キョウカイ シュサイ コクサイ コウリュウ ナガネン サンカ コウリュウ カカ				○		修正あり シュウセイ		○

				東京都 トウキョウト		大田区 オオタク		ブラジル		・平成29年6月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。同委員会は地域交流に積極的に取り組む意向を示しており、平成30年以降の交流に向け調整を行っている。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都 トウキョウト		府中市 フチュウシ		オーストリア		・平成4年にウィーン市ヘルナルス区と友好都市提携を結び、以後25年に渡り市民を交えた文化交流等を継続。これを縁として、オーストリアの卓球代表の事前合宿誘致を進めている。
 シ ク ユウコウ トシ テイケイ ムス イゴ ネン ワタ シミン マジ ブンカ コウリュウ トウ ケイゾク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都		武蔵村山市		モンゴル		・市では小学校の授業への導入や大会の開催など相撲の取組に力を入れていることから、モンゴル相撲が盛んなモンゴルを相手国とし、競技終了後にモンゴルのオリンピアンを招いた交流会の実施や、両国の子どもたちを中心とした文化・スポーツ交流を図る。
				○		修正あり シュウセイ		○

				神奈川県 カナガワケン		相模原市 サガミハラ シ		ブラジル		・女子サッカー、女子バレーボール等の事前合宿に関し、ブラジルオリンピック委員会、ＪＯＣとの間で覚書を締結（2017年6月）。
・「さがプロ2020基本方針」を踏まえ、大会後のレガシー創出を念頭に、ブラジルとの間の交流事業や、パラスポーツ・障害者スポーツの普及活動に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市内サッカーチームにはブラジル人選手が在籍しているほか、約300名のブラジル人が在住。
 ジョシ ジョシ トウ ジゼン ガッシュク カン イインカイ アイダ オボエガキ テイケツ ネン ガツ キホン ホウシン フ ソウシュツ ネントウ ショウガイシャ フキュウ カツドウ ト ク ヤク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福井県 フクイケン		福井市 フクイシ		スロベニア		・福井市で盛んなスポーツであり、平成30年の福井国体の開催施設を持つハンドボール、バスケットボールについて、スロベニア選手の事前合宿誘致を進めており、パラリンピック選手の事前合宿も含め、覚書を調整していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・伝統的に「そば」を多く食べることや、「水仙」の栽培が盛んという共通点をきっかけとして、市民交流を進めていき、また相互の観光業の振興にもつなげていく。　 フクイシ サカ ヘイセイ ネン フクイ コクタイ カイサイ シセツ モ センシュ ジゼン ガッシュク ユウチ スス センシュ ジゼン ガッシュク フク オボエガキ チョウセイ デントウテキ オオ タ スイセン サイバイ サカ キョウツウテン シミン コウリュウ スス ソウゴ カンコウ ギョウ シンコウ				○		○		○

				山梨県 ヤマナシケン		甲府市 コウフシ		フランス		・フランス卓球連盟と事前合宿について基本合意書を2017年10月に締結。卓球を軸に幅広い層の市民交流や文化交流を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・甲府市はポー市と40数年にわたり姉妹都市交流を実施。これまでの相互交流を継続・発展させていく。
　　　　　　 タッキュウ レンメイ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイショ ネン ガツ テイケツ タッキュウ ジク ハバヒロ ソウ シミン コウリュウ ブンカ コウリュウ オコナ ソウゴ コウリュウ ケイゾク ハッテン				○		修正あり シュウセイ		○

				岐阜県 ギフケン		八百津町 ヤオツチョウ		イスラエル		・八百津町は「命のビザ」で知られる杉原千畝氏のふるさとであることから、イスラエルとの関係が深く、これまでも交流事業を多く行ってきている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・競技終了後に選手が八百津町を訪問、交流することにつき合意済。2020年に向け、イスラエル理解のためのイベントの実施等を予定している。
 ヤオツ チョウ イノチ シ スギハラ セン ウネ シ カンケイ フカ コウリュウ ジギョウ オオ オコナ キョウギ シュウリョウ ゴ センシュ ヤオツチョウ ホウモン コウリュウ ゴウイ ズ ネン ム リカイ ジッシ トウ ヨテイ				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		下田市 シモダ シ		米国 ベイコク		・牧之原市と連携のうえ、1854年にペリー提督率いる黒船が来航するなど、古くから縁のある米国とサーフィンを中心とした交流を進める。
 マキノハラシ レンケイ ネン テイトク ヒキ クロフネ ライコウ フル エン ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				愛知県 アイチケン		半田市 ハンダシ		中国 チュウゴク		・平成5年に徐州市と友好都市提携を結び、青少年を中心としたスポーツ交流や文化芸術交流を20年以上にわたり継続。このつながりを活かし、競技終了後に中国のオリンピアンを招いて交流を実施するなど更なる交流の促進を図る。
 ヘイセイ ネン ジョ シュウ シ ユウコウ トシ テイケイ ムス セイショウネン チュウシン コウリュウ ブンカ ゲイジュツ コウリュウ ネン イジョウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ チュウゴク マネ コウリュウ ジッシ サラ コウリュウ ソクシン ハカ				○		○		修正あり シュウセイ

				大阪府 オオサカフ		池田市 イケダ シ		ロシア		・池田市在住のミュンヘンオリンピック男子バレーボール金メダリストの大古誠司氏のつながりから、ロシアバレーボール協会に選手の事前合宿について、働きかけを実施し、2017年9月に合意がなされた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イケダシ ザイジュウ ダンシ キン オオ フル セイジ シ キョウカイ センシュ ハタラ ジッシ ネン ガツ ゴウイ				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 アカシ シ		韓国 カンコク		・明石市在住のパラリンピアン・別所キミヱ選手がキーパーソンとなり、韓国パラ卓球、女子車いす選手の競技終了後の明石市訪問を誘致。協定取り交しにつき、実務的調整を進めていくこととなった。　　　　　　　　
・パラリンピックのホストタウンとして、「まち」と「心」のバリアフリーを推進していく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アカシ ザイジュウ ベッショ センシュ カンコク タッキュウ ジョシ クルマ センシュ アカシ シ ホウモン ユウチ キョウテイ ト カワ ジツムテキ チョウセイ スス ココロ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				奈良県 ナラケン		橿原市・
奈良県 カシハラシ ナラ ケン		カザフスタン		・カザフスタンはユーラシアの交易路・シルクロードにおける中継地として、橿原市は東の終着点という歴史的な縁から、2016年よりカザフスタンの学生に日本文化体験をしてもらう取組を実施。
・陸上及び女子バレーボールの事前合宿の誘致を目指す。
 コウエキ ロ チュウケイ チ カシハラシ ヒガシ シュウチャク テン レキシテキ エン ネン ガクセイ ニホン ブンカ タイケン トリクミ ジッシ リクジョウ オヨ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				島根県 シマネケン		奥出雲町 オクイズモチョウ		インド		・町技であるホッケーを活かし、同じくホッケー競技の盛んなインドとの交流を通じて、同競技の普及振興や地域振興を目指す。
・特産品の仁多米を通じた食文化交流や雲州算盤とインド数学による教育交流を行う。
 マチ ワザ イ オナ キョウギ サカ コウリュウ ツウ ドウ キョウギ フキュウ シンコウ チイキ シンコウ メザ トクサンヒン ニ タ マイ ツウ ショクブンカ コウリュウ ウンシュウ ソロバン スウガク キョウイク コウリュウ オコナ				○		○		修正あり シュウセイ

				広島県 ヒロシマケン		広島市 ヒロシマシ		オーストラリア		・市内のホッケーチームとオーストラリアとのつながりを活かし、オーストラリア代表の事前合宿誘致を目指す。
・両国の若者を中心とした平和・文化に関する交流を行い、相互の理解を深める。
 シナイ イ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ リョウ コク ワカモノ チュウシン ヘイワ ブンカ カン コウリュウ オコナ ソウゴ リカイ フカ				○		修正あり シュウセイ		○

				徳島県 トクシマケン		徳島県 トクシマケン		カンボジア		・2013年より、徳島商業高校はJICA草の根無償資金協力事業を活用し、カンボジアの学校と同国の特産物を利用したお土産共同開発プロジェクトを実施。
・この縁を活かし、カンボジアの水泳チームとの交流を目指す。
 ネン トクシマ ショウギョウ コウコウ クサ ネ ムショウ シキン キョウリョク ジギョウ カツヨウ ガッコウ ドウコク トクサンブツ リヨウ ミヤゲ キョウドウ カイハツ ジッシ エン イ スイエイ コウリュウ メザ				○		○		○

				香川県 カガワケン		高松市 タカマツシ		台湾 タイワン		・従来より盛んであった観光分野における交流を背景に、台湾基隆市と交流協定の締結や日台観光サミット会議の開催地となるなど、一層の交流が進んできた。
・台湾パラリンピック選手との大会後交流等を目指す。
 ジュウライ サカ カンコウ ブンヤ コウリュウ ハイケイ タイワン キールン シ コウリュウ キョウテイ テイケツ ニチ ダイ カンコウ カイギ カイサイチ イッソウ コウリュウ スス タイワン センシュ タイカイゴ コウリュウ トウ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				高知県 コウチケン		土佐町・本山町・須崎市・高知県 トサ マチ モトヤマ チョウ スサキシ コウチケン		ハンガリー		・土佐町・本山町の早明浦ダム湖畔と須崎市の浦ノ内湾を活用したカヌー練習が可能なメリットを生かし、ハンガリーのカヌーチームの事前合宿誘致を目指す。
・高知県嶺北高校カヌー部の外部指導員であるハンガリー金メダリストによる高校生の競技力向上と、交流人口拡大を目的としたカヌー教室の開催等による地域の活性化を目指す。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福岡県 フクオカケン		福岡県・久留米市 フクオカケン クルメシ		ケニア		・2017年、事前キャンプ実施にかかる基本合意を締結。大会前からケニアに親しみを感じるようなイベント等の取組を進め、大会時にはパブリックビューイング等により応援する。
 ネン ジゼン ジッシ キホン ゴウイ テイケツ タイカイ マエ シタ カン トウ トリクミ スス タイカイ ジ トウ オウエン				○		○		修正あり シュウセイ

				長崎県 ナガサキケン		長崎県・諫早市 ナガサキケン イサハヤシ		フィリピン		・本県に本社を置く民間事業者がフィリピンの発展のために、同国への小学校建設や机・椅子等の寄贈による教育支援を実施するなど関係が強化されており、このような縁から陸上競技の事前合宿誘致を進めている。
 ホンケン ホンシャ オ ミンカン ジギョウシャ ハッテン ドウコク ショウガッコウ ケンセツ ツクエ イス ナド キゾウ キョウイク シエン ジッシ カンケイ キョウカ エン リクジョウ キョウギ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				宮崎県 ミヤザキケン		日向市 ヒュウガシ		米国 ベイコク		・1年を通してサーフィンが楽しめる海岸を有する同市では、以前から米国の小学生との相互交流が行われており、また2017年に同市で開催されたISA世界ジュニアサーフィン選手権を契機として、今後米国サーフィンチームの事前合宿誘致を進める。
 ネン トオ タノ カイガン ユウ ドウシ イゼン ベイコク ショウガクセイ ソウゴ コウリュウ オコナ ネン ドウシ カイサイ セカイ センシュケン ケイキ コンゴ ベイコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				鹿児島県 カゴシマケン		鹿屋市 カノヤシ		スロベニア		・スロベニア女子柔道チーム監督と以前から交流のある鹿屋体育大学と連携し、同大学を活用して事前合宿誘致を目指す。
 ジョシ ジュウドウ カントク イゼン コウリュウ カノヤ タイイク ダイガク レンケイ ドウダイガク カツヨウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				鹿児島県 カゴシマケン		大崎町 オオサキ マチ		台湾 タイワン		・直行便が多く運行されるなど、経済交流はもとより、文化・人材面で交流の機会が創出されていることをきっかけとして、台湾陸上競技の長距離チームを中心に事前合宿誘致を進めている。
 チョッコウ ビン オオ ウンコウ ケイザイ コウリュウ ブンカ ジンザイ メン コウリュウ キカイ ソウシュツ タイワン リクジョウ キョウギ チョウキョリ チュウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○





























				登録内容に変更のあった既登録団体 トウロク ナイヨウ ヘンコウ キ トウロク ダンタイ

				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		変更の内容 ヘンコウ ナイヨウ				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				秋田県 アキタケン		大潟村・秋田県 オオガタムラ アキタケン		デンマーク		・実施主体に秋田県を追加。 ジッシ シュタイ アキタケン ツイカ				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		龍ヶ崎市 リュウガサキシ		キューバ、タイ、グアム、フィジー		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øグアムとフィジーの柔道代表候補が流通経済大学の柔道部に所属していることから、同大学と連携しグアム・フィジーの事前合宿誘致を進めている。
 アイテコク ジュウドウ ダイヒョウ コウホ リュウツウ ケイザイ ダイガク ジュウドウ ブ ショゾク ドウダイ ガク レンケイ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		桜川市 サクラガワシ		ブルガリア、モンゴル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø市在住の多田尚克氏がモンゴルの射撃代表チームのコーチを務めていることから、射撃の事前合宿誘致を進め、平成29年7月に覚書を締結。
 アイテコク シ ザイジュウ タダ ナオカツ シ シャゲキ ダイヒョウ ツト シャゲキ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ				○		修正あり シュウセイ		○

				石川県 イシカワ ケン		石川県・小松市 イシカワ ケン コマツ シ		ニュージーランド、ブラジル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øブラジルからパラカヌー選手の東京パラリンピックに向けた事前合宿の依頼があり、合宿を受け入れ。
				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		島田市 シマダ シ		モンゴル、シンガポール		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øシンガポール卓球協会との間で事前合宿について合意。協定締結に向けて調整を行っていく。
 タッキュウ キョウカイ アイダ ジゼン ガッシュク ゴウイ キョウテイ テイケツ ム チョウセイ オコナ				○		○		○

				静岡県 シズオカケン		牧之原市 マキノハラシ		中国、米国 チュウゴク ベイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø姉妹都市における高校生同士の相互交流が以前から行われている米国と、サーフィンを中心とした交流を進める。
 シマイ トシ コウコウセイ ドウシ ソウゴ コウリュウ イゼン オコナ ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ、ネパール エイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø2016年にネパールのパラ水泳選手の合宿を神戸市で受け入れた経緯があり、ネパールのパラ水泳連盟と事前合宿に合意。
 ネン スイエイ センシュ ガッシュク コウベシ ウ イ ケイイ スイエイ レンメイ ジゼン ガッシュク ゴウイ				○		修正あり シュウセイ		○

				奈良県 ナラケン		大和郡山市・奈良県 ヤマトコオリヤマ シ ナラケン		シンガポール、香港 ホンコン		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø香港アマチュア水泳協会から、2018年の水泳選手の合宿について依頼を受けた経緯を踏まえ、オリンピックの事前合宿を調整中。
 ホンコン スイエイ キョウカイ ネン スイエイ センシュ ガッシュク イライ ウ ケイイ フ ジゼン ガッシュク チョウセイ チュウ				○		修正あり シュウセイ		○

				福岡県 フクオカケン		宗像市 ムナカタ シ		ブルガリア、ロシア		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øクラブチームを中心としてラグビーが盛んな土地柄であり、同市で毎年開催されているラグビーユース交流大会にロシアの高校生チームが参加。この交流を核に7人制女子ラグビーの事前合宿誘致を進めている。
 チュウシン サカ トチガラ ドウシ マイトシ カイサイ コウリュウ タイカイ コウコウセイ サンカ コウリュウ カク ニンセイ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

徳島県 徳島県 カンボジア

・2013年より、徳島商業高校はJICA草の根無償資金協力事業を活用し、カンボジアの学校と同国の特
産物を利用したお土産共同開発プロジェクトを実施。
・この縁を活かし、カンボジアの水泳チームとの交流を目指す。

香川県 高松市 台湾

・従来より盛んであった観光分野における交流を背景に、台湾基隆市と交流協定の締結や日台観光サミッ
ト会議の開催地となるなど、一層の交流が進んできた。
・台湾パラリンピック選手との大会後交流等を目指す。

高知県
土佐町・本山
町・須崎市・
高知県

ハンガリー

・土佐町・本山町の早明浦ダム湖畔と須崎市の浦ノ内湾を活用したカヌー練習が可能なメリットを生かし、
ハンガリーのカヌーチームの事前合宿誘致を目指す。
・高知県嶺北高校カヌー部の外部指導員であるハンガリー金メダリストによる高校生の競技力向上と、交
流人口拡大を目的としたカヌー教室の開催等による地域の活性化を目指す。

福岡県 福岡県・久留
米市 ケニア

・2017年、事前キャンプ実施にかかる基本合意を締結。大会前からケニアに親しみを感じるようなイベント
等の取組を進め、大会時にはパブリックビューイング等により応援する。

長崎県 長崎県・諫早市 フィリピン

・本県に本社を置く民間事業者がフィリピンの発展のために、同国への小学校建設や机・椅子等の寄贈に
よる教育支援を実施するなど関係が強化されており、このような縁から陸上競技の事前合宿誘致を進めて
いる。

宮崎県 日向市 米国

・1年を通してサーフィンが楽しめる海岸を有する同市では、以前から米国の小学生との相互交流が行われ
ており、また2017年に同市で開催されたISA世界ジュニアサーフィン選手権を契機として、今後米国サーフィ
ンチームの事前合宿誘致を進める。

鹿児島県 鹿屋市 スロベニア
・スロベニア女子柔道チーム監督と以前から交流のある鹿屋体育大学と連携し、同大学を活用して事前合
宿誘致を目指す。

鹿児島県 大崎町 台湾
・直行便が多く運行されるなど、経済交流はもとより、文化・人材面で交流の機会が創出されていることを
きっかけとして、台湾陸上競技の長距離チームを中心に事前合宿誘致を進めている。


sheet1

				ホストタウン（第五次登録）の概要 ５

				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		計画の特色 ケイカク トクショク				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				北海道 ホッカイドウ		登別市 ノボリベツシ		デンマーク		・デンマークのファボー・ミッドフュン市と友好都市協定を締結し、中学生の派遣事業や市民交流団の相互派遣など20年以上にわたり交流を継続。このつながりを活かし、競技終了後にデンマークのオリンピアンを招いて交流会を実施するなど、国際理解の促進やホスピタリティの向上を図る。
 シ ユウコウ トシ キョウテイ テイケツ チュウガクセイ ハケン ジギョウ シミン コウリュウ ダン ソウゴ ハケン ネン イジョウ コウリュウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ マネ コウリュウカイ ジッシ コクサイ リカイ ソクシン コウジョウ ハカ				○		○		○

				青森県 アオモリケン		三沢市 ミサワシ		カナダ		・米軍基地が所在し、外国人との交流が盛んな国際都市であり、またユニバーサルタウンを目指すという方針からカナダのウィルチェアラグビーの事前合宿誘致を進めている。今後、選手等との交流を契機とし誰もが暮らしやすいまちづくりや共生社会の実現を図る。
 ベイグン キチ ショザイ ガイコク ジン コウリュウ サカ コクサイ トシ メザ ホウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス コンゴ センシュ トウ コウリュウ ケイキ ダレ ク キョウセイ シャカイ ジツゲン ハカ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				岩手県 イワテケン		遠野市 トオノシ		ブラジル		・市民の関心が最も高く、多くの人々に親しまれているサッカーを通じ、国際理解の促進や共生社会の実現、地域スポーツの推進を図るため、競技終了後の交流を含め、ブラジルの視覚障害者5人制サッカー代表の誘致を進めている。
 シミン カンシン モット タカ オオ ヒトビト シタ ツウ コクサイ リカイ ソクシン キョウセイ シャカイ ジツゲン チイキ スイシン ハカ キョウギ シュウリョウゴ コウリュウ フク シカク ショウガイ シャ ニンセイ ダイヒョウ ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				埼玉県 サイタマケン		埼玉県・所沢市 サイタマケン トコロザワシ		イタリア		・所沢市に早稲田大学のキャンパスが所在することから、同大学と連携しイタリア代表の事前合宿誘致を進め、平成29年10月に覚書を締結。今後、イタリアとの友好関係を深めていくとともに、地域の活性化を図る。
 トコロザワシ ワセダ ダイガク ショザイ ドウダイ ガク レンケイ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ コンゴ ユウコウ カンケイ フカ チイキ カッセイカ ハカ				○		○		○

				埼玉県 サイタマケン		埼玉県・加須市 サイタマケン カ ス シ		コロンビア		・コロンビアの柔道代表チームのコーチが埼玉県出身である縁から、同国の事前合宿誘致を進めている。今後、地元の平成国際大学や花咲徳栄高校とも連携し、スポーツを通じた若者が集う地域づくりを目指す。
 ジュウドウダイヒョウ サイタマケン シュッシン エン ドウコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス コンゴ ジモト ヘイセイ コクサイ ダイガク ハナサキ トクエイ コウコウ レンケイ ツウ ワカモノ ツド チイキ メザ				○		修正あり シュウセイ		○

				千葉県 チバケン		千葉県 チバケン		オランダ		・平成27年8月に開催された世界陸上北京大会の事前合宿を受け入れたことを縁として、東京大会についてもオランダ代表の事前合宿誘致を進め、平成28年7月にオランダオリンピック委員会とオリンピック・パラリンピック計22競技の事前合宿について基本合意。
 ヘイセイ ネン ガツ カイサイ セカイ リクジョウ ペキン タイカイ ジゼン ガッシュク エン トウキョウ タイカイ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ イインカイ ケイ キョウギ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイ				○		○		○

				千葉県 チバケン		市川市 イチカワシ		ブルガリア		・既にブルガリア新体操チームの事前合宿受け入れが決定している山形県村山市と連携し、選手村入村後のチームの練習会場やスタッフの活動拠点として誘致を進めている。
 スデ シンタイソウ ジゼン ガッシュク ウ イ ケッテイ ヤマガタケン ムラヤマシ レンケイ センシュ ムラ ニュウソン ゴ レンシュウ カイジョウ カツドウ キョテン ユウチ スス				○		○		○

				千葉県 チバケン		館山市 タテヤマシ		オランダ		・千葉県とオランダオリンピック委員会との事前合宿に係る基本合意に基づき、オリンピック３種目・パラリンピック１種目の受け入れの調整を進める。さらに、同国のパラリンピックを含む自転車競技の事前合宿誘致を推進している。
 チバケン イインカイ ジゼン ガッシュク カカ キホン ゴウイ モト シュモク シュモク チョウセイ スス ドウコク フク ジテンシャ キョウギ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				千葉県 チバケン		旭市 アサヒシ		ドイツ		・平成21年からデュッセルドルフ市と子ども同士の卓球交流を行っていることを縁として、ドイツの卓球代表の事前合宿誘致を進めており、これを契機とした更なるスポーツ交流、文化交流、人的交流を図る。
 ヘイセイ ネン シ コ ドウシ タッキュウ コウリュウ オコナ エン タッキュウ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ケイキ サラ コウリュウ ブンカ コウリュウ ジンテキ コウリュウ ハカ				○		○		○

				東京都 トウキョウト		目黒区 メグロク		ケニア		・区内に駐日ケニア大使館が所在し、目黒区国際交流協会が主催する国際交流フェスティバルに長年参加するなど、これまで積極的に地域との交流が行われてきた。
・2017年11月には、交流に係る覚書を締結。ケニアのオリンピアン・パラリンピアンと小・中学校生とのスポーツ交流やケニア文化の紹介などの交流を実施し、大会終了後も継続していく。
 メグロ ク コクサイ コウリュウ キョウカイ シュサイ コクサイ コウリュウ ナガネン サンカ コウリュウ カカ				○		修正あり シュウセイ		○

				東京都 トウキョウト		大田区 オオタク		ブラジル		・平成29年6月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。同委員会は地域交流に積極的に取り組む意向を示しており、平成30年以降の交流に向け調整を行っている。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都 トウキョウト		府中市 フチュウシ		オーストリア		・平成4年にウィーン市ヘルナルス区と友好都市提携を結び、以後25年に渡り市民を交えた文化交流等を継続。これを縁として、オーストリアの卓球代表の事前合宿誘致を進めている。
 シ ク ユウコウ トシ テイケイ ムス イゴ ネン ワタ シミン マジ ブンカ コウリュウ トウ ケイゾク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都		武蔵村山市		モンゴル		・市では小学校の授業への導入や大会の開催など相撲の取組に力を入れていることから、モンゴル相撲が盛んなモンゴルを相手国とし、競技終了後にモンゴルのオリンピアンを招いた交流会の実施や、両国の子どもたちを中心とした文化・スポーツ交流を図る。
				○		修正あり シュウセイ		○

				神奈川県 カナガワケン		相模原市 サガミハラ シ		ブラジル		・女子サッカー、女子バレーボール等の事前合宿に関し、ブラジルオリンピック委員会、ＪＯＣとの間で覚書を締結（2017年6月）。
・「さがプロ2020基本方針」を踏まえ、大会後のレガシー創出を念頭に、ブラジルとの間の交流事業や、パラスポーツ・障害者スポーツの普及活動に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市内サッカーチームにはブラジル人選手が在籍しているほか、約300名のブラジル人が在住。
 ジョシ ジョシ トウ ジゼン ガッシュク カン イインカイ アイダ オボエガキ テイケツ ネン ガツ キホン ホウシン フ ソウシュツ ネントウ ショウガイシャ フキュウ カツドウ ト ク ヤク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福井県 フクイケン		福井市 フクイシ		スロベニア		・福井市で盛んなスポーツであり、平成30年の福井国体の開催施設を持つハンドボール、バスケットボールについて、スロベニア選手の事前合宿誘致を進めており、パラリンピック選手の事前合宿も含め、覚書を調整していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・伝統的に「そば」を多く食べることや、「水仙」の栽培が盛んという共通点をきっかけとして、市民交流を進めていき、また相互の観光業の振興にもつなげていく。　 フクイシ サカ ヘイセイ ネン フクイ コクタイ カイサイ シセツ モ センシュ ジゼン ガッシュク ユウチ スス センシュ ジゼン ガッシュク フク オボエガキ チョウセイ デントウテキ オオ タ スイセン サイバイ サカ キョウツウテン シミン コウリュウ スス ソウゴ カンコウ ギョウ シンコウ				○		○		○

				山梨県 ヤマナシケン		甲府市 コウフシ		フランス		・フランス卓球連盟と事前合宿について基本合意書を2017年10月に締結。卓球を軸に幅広い層の市民交流や文化交流を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・甲府市はポー市と40数年にわたり姉妹都市交流を実施。これまでの相互交流を継続・発展させていく。
　　　　　　 タッキュウ レンメイ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイショ ネン ガツ テイケツ タッキュウ ジク ハバヒロ ソウ シミン コウリュウ ブンカ コウリュウ オコナ ソウゴ コウリュウ ケイゾク ハッテン				○		修正あり シュウセイ		○

				岐阜県 ギフケン		八百津町 ヤオツチョウ		イスラエル		・八百津町は「命のビザ」で知られる杉原千畝氏のふるさとであることから、イスラエルとの関係が深く、これまでも交流事業を多く行ってきている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・競技終了後に選手が八百津町を訪問、交流することにつき合意済。2020年に向け、イスラエル理解のためのイベントの実施等を予定している。
 ヤオツ チョウ イノチ シ スギハラ セン ウネ シ カンケイ フカ コウリュウ ジギョウ オオ オコナ キョウギ シュウリョウ ゴ センシュ ヤオツチョウ ホウモン コウリュウ ゴウイ ズ ネン ム リカイ ジッシ トウ ヨテイ				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		下田市 シモダ シ		米国 ベイコク		・牧之原市と連携のうえ、1854年にペリー提督率いる黒船が来航するなど、古くから縁のある米国とサーフィンを中心とした交流を進める。
 マキノハラシ レンケイ ネン テイトク ヒキ クロフネ ライコウ フル エン ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				愛知県 アイチケン		半田市 ハンダシ		中国 チュウゴク		・平成5年に徐州市と友好都市提携を結び、青少年を中心としたスポーツ交流や文化芸術交流を20年以上にわたり継続。このつながりを活かし、競技終了後に中国のオリンピアンを招いて交流を実施するなど更なる交流の促進を図る。
 ヘイセイ ネン ジョ シュウ シ ユウコウ トシ テイケイ ムス セイショウネン チュウシン コウリュウ ブンカ ゲイジュツ コウリュウ ネン イジョウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ チュウゴク マネ コウリュウ ジッシ サラ コウリュウ ソクシン ハカ				○		○		修正あり シュウセイ

				大阪府 オオサカフ		池田市 イケダ シ		ロシア		・池田市在住のミュンヘンオリンピック男子バレーボール金メダリストの大古誠司氏のつながりから、ロシアバレーボール協会に選手の事前合宿について、働きかけを実施し、2017年9月に合意がなされた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イケダシ ザイジュウ ダンシ キン オオ フル セイジ シ キョウカイ センシュ ハタラ ジッシ ネン ガツ ゴウイ				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 アカシ シ		韓国 カンコク		・明石市在住のパラリンピアン・別所キミヱ選手がキーパーソンとなり、韓国パラ卓球、女子車いす選手の競技終了後の明石市訪問を誘致。協定取り交しにつき、実務的調整を進めていくこととなった。　　　　　　　　
・パラリンピックのホストタウンとして、「まち」と「心」のバリアフリーを推進していく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アカシ ザイジュウ ベッショ センシュ カンコク タッキュウ ジョシ クルマ センシュ アカシ シ ホウモン ユウチ キョウテイ ト カワ ジツムテキ チョウセイ スス ココロ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				奈良県 ナラケン		橿原市・
奈良県 カシハラシ ナラ ケン		カザフスタン		・カザフスタンはユーラシアの交易路・シルクロードにおける中継地として、橿原市は東の終着点という歴史的な縁から、2016年よりカザフスタンの学生に日本文化体験をしてもらう取組を実施。
・陸上及び女子バレーボールの事前合宿の誘致を目指す。
 コウエキ ロ チュウケイ チ カシハラシ ヒガシ シュウチャク テン レキシテキ エン ネン ガクセイ ニホン ブンカ タイケン トリクミ ジッシ リクジョウ オヨ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				島根県 シマネケン		奥出雲町 オクイズモチョウ		インド		・町技であるホッケーを活かし、同じくホッケー競技の盛んなインドとの交流を通じて、同競技の普及振興や地域振興を目指す。
・特産品の仁多米を通じた食文化交流や雲州算盤とインド数学による教育交流を行う。
 マチ ワザ イ オナ キョウギ サカ コウリュウ ツウ ドウ キョウギ フキュウ シンコウ チイキ シンコウ メザ トクサンヒン ニ タ マイ ツウ ショクブンカ コウリュウ ウンシュウ ソロバン スウガク キョウイク コウリュウ オコナ				○		○		修正あり シュウセイ

				広島県 ヒロシマケン		広島市 ヒロシマシ		オーストラリア		・市内のホッケーチームとオーストラリアとのつながりを活かし、オーストラリア代表の事前合宿誘致を目指す。
・両国の若者を中心とした平和・文化に関する交流を行い、相互の理解を深める。
 シナイ イ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ リョウ コク ワカモノ チュウシン ヘイワ ブンカ カン コウリュウ オコナ ソウゴ リカイ フカ				○		修正あり シュウセイ		○

				徳島県 トクシマケン		徳島県 トクシマケン		カンボジア		・2013年より、徳島商業高校はJICA草の根無償資金協力事業を活用し、カンボジアの学校と同国の特産物を利用したお土産共同開発プロジェクトを実施。
・この縁を活かし、カンボジアの水泳チームとの交流を目指す。
 ネン トクシマ ショウギョウ コウコウ クサ ネ ムショウ シキン キョウリョク ジギョウ カツヨウ ガッコウ ドウコク トクサンブツ リヨウ ミヤゲ キョウドウ カイハツ ジッシ エン イ スイエイ コウリュウ メザ				○		○		○

				香川県 カガワケン		高松市 タカマツシ		台湾 タイワン		・従来より盛んであった観光分野における交流を背景に、台湾基隆市と交流協定の締結や日台観光サミット会議の開催地となるなど、一層の交流が進んできた。
・台湾パラリンピック選手との大会後交流等を目指す。
 ジュウライ サカ カンコウ ブンヤ コウリュウ ハイケイ タイワン キールン シ コウリュウ キョウテイ テイケツ ニチ ダイ カンコウ カイギ カイサイチ イッソウ コウリュウ スス タイワン センシュ タイカイゴ コウリュウ トウ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				高知県 コウチケン		土佐町・本山町・須崎市・高知県 トサ マチ モトヤマ チョウ スサキシ コウチケン		ハンガリー		・土佐町・本山町の早明浦ダム湖畔と須崎市の浦ノ内湾を活用したカヌー練習が可能なメリットを生かし、ハンガリーのカヌーチームの事前合宿誘致を目指す。
・高知県嶺北高校カヌー部の外部指導員であるハンガリー金メダリストによる高校生の競技力向上と、交流人口拡大を目的としたカヌー教室の開催等による地域の活性化を目指す。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福岡県 フクオカケン		福岡県・久留米市 フクオカケン クルメシ		ケニア		・2017年、事前キャンプ実施にかかる基本合意を締結。大会前からケニアに親しみを感じるようなイベント等の取組を進め、大会時にはパブリックビューイング等により応援する。
 ネン ジゼン ジッシ キホン ゴウイ テイケツ タイカイ マエ シタ カン トウ トリクミ スス タイカイ ジ トウ オウエン				○		○		修正あり シュウセイ

				長崎県 ナガサキケン		長崎県・諫早市 ナガサキケン イサハヤシ		フィリピン		・本県に本社を置く民間事業者がフィリピンの発展のために、同国への小学校建設や机・椅子等の寄贈による教育支援を実施するなど関係が強化されており、このような縁から陸上競技の事前合宿誘致を進めている。
 ホンケン ホンシャ オ ミンカン ジギョウシャ ハッテン ドウコク ショウガッコウ ケンセツ ツクエ イス ナド キゾウ キョウイク シエン ジッシ カンケイ キョウカ エン リクジョウ キョウギ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				宮崎県 ミヤザキケン		日向市 ヒュウガシ		米国 ベイコク		・1年を通してサーフィンが楽しめる海岸を有する同市では、以前から米国の小学生との相互交流が行われており、また2017年に同市で開催されたISA世界ジュニアサーフィン選手権を契機として、今後米国サーフィンチームの事前合宿誘致を進める。
 ネン トオ タノ カイガン ユウ ドウシ イゼン ベイコク ショウガクセイ ソウゴ コウリュウ オコナ ネン ドウシ カイサイ セカイ センシュケン ケイキ コンゴ ベイコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				鹿児島県 カゴシマケン		鹿屋市 カノヤシ		スロベニア		・スロベニア女子柔道チーム監督と以前から交流のある鹿屋体育大学と連携し、同大学を活用して事前合宿誘致を目指す。
 ジョシ ジュウドウ カントク イゼン コウリュウ カノヤ タイイク ダイガク レンケイ ドウダイガク カツヨウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				鹿児島県 カゴシマケン		大崎町 オオサキ マチ		台湾 タイワン		・直行便が多く運行されるなど、経済交流はもとより、文化・人材面で交流の機会が創出されていることをきっかけとして、台湾陸上競技の長距離チームを中心に事前合宿誘致を進めている。
 チョッコウ ビン オオ ウンコウ ケイザイ コウリュウ ブンカ ジンザイ メン コウリュウ キカイ ソウシュツ タイワン リクジョウ キョウギ チョウキョリ チュウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○





























				登録内容に変更のあった既登録団体 トウロク ナイヨウ ヘンコウ キ トウロク ダンタイ

				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		変更の内容 ヘンコウ ナイヨウ				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				秋田県 アキタケン		大潟村・秋田県 オオガタムラ アキタケン		デンマーク		・実施主体に秋田県を追加。 ジッシ シュタイ アキタケン ツイカ				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		龍ヶ崎市 リュウガサキシ		キューバ、タイ、グアム、フィジー		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øグアムとフィジーの柔道代表候補が流通経済大学の柔道部に所属していることから、同大学と連携しグアム・フィジーの事前合宿誘致を進めている。
 アイテコク ジュウドウ ダイヒョウ コウホ リュウツウ ケイザイ ダイガク ジュウドウ ブ ショゾク ドウダイ ガク レンケイ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		桜川市 サクラガワシ		ブルガリア、モンゴル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø市在住の多田尚克氏がモンゴルの射撃代表チームのコーチを務めていることから、射撃の事前合宿誘致を進め、平成29年7月に覚書を締結。
 アイテコク シ ザイジュウ タダ ナオカツ シ シャゲキ ダイヒョウ ツト シャゲキ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ				○		修正あり シュウセイ		○

				石川県 イシカワ ケン		石川県・小松市 イシカワ ケン コマツ シ		ニュージーランド、ブラジル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øブラジルからパラカヌー選手の東京パラリンピックに向けた事前合宿の依頼があり、合宿を受け入れ。
				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		島田市 シマダ シ		モンゴル、シンガポール		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øシンガポール卓球協会との間で事前合宿について合意。協定締結に向けて調整を行っていく。
 タッキュウ キョウカイ アイダ ジゼン ガッシュク ゴウイ キョウテイ テイケツ ム チョウセイ オコナ				○		○		○

				静岡県 シズオカケン		牧之原市 マキノハラシ		中国、米国 チュウゴク ベイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø姉妹都市における高校生同士の相互交流が以前から行われている米国と、サーフィンを中心とした交流を進める。
 シマイ トシ コウコウセイ ドウシ ソウゴ コウリュウ イゼン オコナ ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ、ネパール エイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø2016年にネパールのパラ水泳選手の合宿を神戸市で受け入れた経緯があり、ネパールのパラ水泳連盟と事前合宿に合意。
 ネン スイエイ センシュ ガッシュク コウベシ ウ イ ケイイ スイエイ レンメイ ジゼン ガッシュク ゴウイ				○		修正あり シュウセイ		○

				奈良県 ナラケン		大和郡山市・奈良県 ヤマトコオリヤマ シ ナラケン		シンガポール、香港 ホンコン		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø香港アマチュア水泳協会から、2018年の水泳選手の合宿について依頼を受けた経緯を踏まえ、オリンピックの事前合宿を調整中。
 ホンコン スイエイ キョウカイ ネン スイエイ センシュ ガッシュク イライ ウ ケイイ フ ジゼン ガッシュク チョウセイ チュウ				○		修正あり シュウセイ		○

				福岡県 フクオカケン		宗像市 ムナカタ シ		ブルガリア、ロシア		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øクラブチームを中心としてラグビーが盛んな土地柄であり、同市で毎年開催されているラグビーユース交流大会にロシアの高校生チームが参加。この交流を核に7人制女子ラグビーの事前合宿誘致を進めている。
 チュウシン サカ トチガラ ドウシ マイトシ カイサイ コウリュウ タイカイ コウコウセイ サンカ コウリュウ カク ニンセイ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 変更の内容

秋田県 大潟村・秋田
県 デンマーク ・実施主体に秋田県を追加。

茨城県 龍ヶ崎市 キューバ、タイ、グア
ム、フィジー

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
グアムとフィジーの柔道代表候補が流通経済大学の柔道部に所属していることから、同大学と連携しグア
ム・フィジーの事前合宿誘致を進めている。

茨城県 桜川市 ブルガリア、モンゴル

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
市在住の多田尚克氏がモンゴルの射撃代表チームのコーチを務めていることから、射撃の事前合宿誘致
を進め、平成29年7月に覚書を締結。

石川県 石川県・小松
市

ニュージーランド、ブ
ラジル

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
ブラジルからパラカヌー選手の東京パラリンピックに向けた事前合宿の依頼があり、合宿を受け入れ。

静岡県 島田市 モンゴル、シンガポー
ル

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
シンガポール卓球協会との間で事前合宿について合意。協定締結に向けて調整を行っていく。

静岡県 牧之原市 中国、米国

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
姉妹都市における高校生同士の相互交流が以前から行われている米国と、サーフィンを中心とした交流
を進める。

兵庫県 神戸市
英国、オーストラリ
ア、クロアチア、カナ
ダ、ネパール

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
2016年にネパールのパラ水泳選手の合宿を神戸市で受け入れた経緯があり、ネパールのパラ水泳連盟
と事前合宿に合意。

奈良県 大和郡山市・
奈良県 シンガポール、香港

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
香港アマチュア水泳協会から、2018年の水泳選手の合宿について依頼を受けた経緯を踏まえ、オリン
ピックの事前合宿を調整中。

福岡県 宗像市 ブルガリア、ロシア

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
クラブチームを中心としてラグビーが盛んな土地柄であり、同市で毎年開催されているラグビーユース交流
大会にロシアの高校生チームが参加。この交流を核に7人制女子ラグビーの事前合宿誘致を進めている。


sheet1

				ホストタウン（第五次登録）の概要 ５

				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		計画の特色 ケイカク トクショク				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				北海道 ホッカイドウ		登別市 ノボリベツシ		デンマーク		・デンマークのファボー・ミッドフュン市と友好都市協定を締結し、中学生の派遣事業や市民交流団の相互派遣など20年以上にわたり交流を継続。このつながりを活かし、競技終了後にデンマークのオリンピアンを招いて交流会を実施するなど、国際理解の促進やホスピタリティの向上を図る。
 シ ユウコウ トシ キョウテイ テイケツ チュウガクセイ ハケン ジギョウ シミン コウリュウ ダン ソウゴ ハケン ネン イジョウ コウリュウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ マネ コウリュウカイ ジッシ コクサイ リカイ ソクシン コウジョウ ハカ				○		○		○

				青森県 アオモリケン		三沢市 ミサワシ		カナダ		・米軍基地が所在し、外国人との交流が盛んな国際都市であり、またユニバーサルタウンを目指すという方針からカナダのウィルチェアラグビーの事前合宿誘致を進めている。今後、選手等との交流を契機とし誰もが暮らしやすいまちづくりや共生社会の実現を図る。
 ベイグン キチ ショザイ ガイコク ジン コウリュウ サカ コクサイ トシ メザ ホウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス コンゴ センシュ トウ コウリュウ ケイキ ダレ ク キョウセイ シャカイ ジツゲン ハカ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				岩手県 イワテケン		遠野市 トオノシ		ブラジル		・市民の関心が最も高く、多くの人々に親しまれているサッカーを通じ、国際理解の促進や共生社会の実現、地域スポーツの推進を図るため、競技終了後の交流を含め、ブラジルの視覚障害者5人制サッカー代表の誘致を進めている。
 シミン カンシン モット タカ オオ ヒトビト シタ ツウ コクサイ リカイ ソクシン キョウセイ シャカイ ジツゲン チイキ スイシン ハカ キョウギ シュウリョウゴ コウリュウ フク シカク ショウガイ シャ ニンセイ ダイヒョウ ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				埼玉県 サイタマケン		埼玉県・所沢市 サイタマケン トコロザワシ		イタリア		・所沢市に早稲田大学のキャンパスが所在することから、同大学と連携しイタリア代表の事前合宿誘致を進め、平成29年10月に覚書を締結。今後、イタリアとの友好関係を深めていくとともに、地域の活性化を図る。
 トコロザワシ ワセダ ダイガク ショザイ ドウダイ ガク レンケイ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ コンゴ ユウコウ カンケイ フカ チイキ カッセイカ ハカ				○		○		○

				埼玉県 サイタマケン		埼玉県・加須市 サイタマケン カ ス シ		コロンビア		・コロンビアの柔道代表チームのコーチが埼玉県出身である縁から、同国の事前合宿誘致を進めている。今後、地元の平成国際大学や花咲徳栄高校とも連携し、スポーツを通じた若者が集う地域づくりを目指す。
 ジュウドウダイヒョウ サイタマケン シュッシン エン ドウコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス コンゴ ジモト ヘイセイ コクサイ ダイガク ハナサキ トクエイ コウコウ レンケイ ツウ ワカモノ ツド チイキ メザ				○		修正あり シュウセイ		○

				千葉県 チバケン		千葉県 チバケン		オランダ		・平成27年8月に開催された世界陸上北京大会の事前合宿を受け入れたことを縁として、東京大会についてもオランダ代表の事前合宿誘致を進め、平成28年7月にオランダオリンピック委員会とオリンピック・パラリンピック計22競技の事前合宿について基本合意。
 ヘイセイ ネン ガツ カイサイ セカイ リクジョウ ペキン タイカイ ジゼン ガッシュク エン トウキョウ タイカイ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ イインカイ ケイ キョウギ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイ				○		○		○

				千葉県 チバケン		市川市 イチカワシ		ブルガリア		・既にブルガリア新体操チームの事前合宿受け入れが決定している山形県村山市と連携し、選手村入村後のチームの練習会場やスタッフの活動拠点として誘致を進めている。
 スデ シンタイソウ ジゼン ガッシュク ウ イ ケッテイ ヤマガタケン ムラヤマシ レンケイ センシュ ムラ ニュウソン ゴ レンシュウ カイジョウ カツドウ キョテン ユウチ スス				○		○		○

				千葉県 チバケン		館山市 タテヤマシ		オランダ		・千葉県とオランダオリンピック委員会との事前合宿に係る基本合意に基づき、オリンピック３種目・パラリンピック１種目の受け入れの調整を進める。さらに、同国のパラリンピックを含む自転車競技の事前合宿誘致を推進している。
 チバケン イインカイ ジゼン ガッシュク カカ キホン ゴウイ モト シュモク シュモク チョウセイ スス ドウコク フク ジテンシャ キョウギ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				千葉県 チバケン		旭市 アサヒシ		ドイツ		・平成21年からデュッセルドルフ市と子ども同士の卓球交流を行っていることを縁として、ドイツの卓球代表の事前合宿誘致を進めており、これを契機とした更なるスポーツ交流、文化交流、人的交流を図る。
 ヘイセイ ネン シ コ ドウシ タッキュウ コウリュウ オコナ エン タッキュウ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ケイキ サラ コウリュウ ブンカ コウリュウ ジンテキ コウリュウ ハカ				○		○		○

				東京都 トウキョウト		目黒区 メグロク		ケニア		・区内に駐日ケニア大使館が所在し、目黒区国際交流協会が主催する国際交流フェスティバルに長年参加するなど、これまで積極的に地域との交流が行われてきた。
・2017年11月には、交流に係る覚書を締結。ケニアのオリンピアン・パラリンピアンと小・中学校生とのスポーツ交流やケニア文化の紹介などの交流を実施し、大会終了後も継続していく。
 メグロ ク コクサイ コウリュウ キョウカイ シュサイ コクサイ コウリュウ ナガネン サンカ コウリュウ カカ				○		修正あり シュウセイ		○

				東京都 トウキョウト		大田区 オオタク		ブラジル		・平成29年6月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。同委員会は地域交流に積極的に取り組む意向を示しており、平成30年以降の交流に向け調整を行っている。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都 トウキョウト		府中市 フチュウシ		オーストリア		・平成4年にウィーン市ヘルナルス区と友好都市提携を結び、以後25年に渡り市民を交えた文化交流等を継続。これを縁として、オーストリアの卓球代表の事前合宿誘致を進めている。
 シ ク ユウコウ トシ テイケイ ムス イゴ ネン ワタ シミン マジ ブンカ コウリュウ トウ ケイゾク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				東京都		武蔵村山市		モンゴル		・市では小学校の授業への導入や大会の開催など相撲の取組に力を入れていることから、モンゴル相撲が盛んなモンゴルを相手国とし、競技終了後にモンゴルのオリンピアンを招いた交流会の実施や、両国の子どもたちを中心とした文化・スポーツ交流を図る。
				○		修正あり シュウセイ		○

				神奈川県 カナガワケン		相模原市 サガミハラ シ		ブラジル		・女子サッカー、女子バレーボール等の事前合宿に関し、ブラジルオリンピック委員会、ＪＯＣとの間で覚書を締結（2017年6月）。
・「さがプロ2020基本方針」を踏まえ、大会後のレガシー創出を念頭に、ブラジルとの間の交流事業や、パラスポーツ・障害者スポーツの普及活動に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市内サッカーチームにはブラジル人選手が在籍しているほか、約300名のブラジル人が在住。
 ジョシ ジョシ トウ ジゼン ガッシュク カン イインカイ アイダ オボエガキ テイケツ ネン ガツ キホン ホウシン フ ソウシュツ ネントウ ショウガイシャ フキュウ カツドウ ト ク ヤク				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福井県 フクイケン		福井市 フクイシ		スロベニア		・福井市で盛んなスポーツであり、平成30年の福井国体の開催施設を持つハンドボール、バスケットボールについて、スロベニア選手の事前合宿誘致を進めており、パラリンピック選手の事前合宿も含め、覚書を調整していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・伝統的に「そば」を多く食べることや、「水仙」の栽培が盛んという共通点をきっかけとして、市民交流を進めていき、また相互の観光業の振興にもつなげていく。　 フクイシ サカ ヘイセイ ネン フクイ コクタイ カイサイ シセツ モ センシュ ジゼン ガッシュク ユウチ スス センシュ ジゼン ガッシュク フク オボエガキ チョウセイ デントウテキ オオ タ スイセン サイバイ サカ キョウツウテン シミン コウリュウ スス ソウゴ カンコウ ギョウ シンコウ				○		○		○

				山梨県 ヤマナシケン		甲府市 コウフシ		フランス		・フランス卓球連盟と事前合宿について基本合意書を2017年10月に締結。卓球を軸に幅広い層の市民交流や文化交流を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・甲府市はポー市と40数年にわたり姉妹都市交流を実施。これまでの相互交流を継続・発展させていく。
　　　　　　 タッキュウ レンメイ ジゼン ガッシュク キホン ゴウイショ ネン ガツ テイケツ タッキュウ ジク ハバヒロ ソウ シミン コウリュウ ブンカ コウリュウ オコナ ソウゴ コウリュウ ケイゾク ハッテン				○		修正あり シュウセイ		○

				岐阜県 ギフケン		八百津町 ヤオツチョウ		イスラエル		・八百津町は「命のビザ」で知られる杉原千畝氏のふるさとであることから、イスラエルとの関係が深く、これまでも交流事業を多く行ってきている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・競技終了後に選手が八百津町を訪問、交流することにつき合意済。2020年に向け、イスラエル理解のためのイベントの実施等を予定している。
 ヤオツ チョウ イノチ シ スギハラ セン ウネ シ カンケイ フカ コウリュウ ジギョウ オオ オコナ キョウギ シュウリョウ ゴ センシュ ヤオツチョウ ホウモン コウリュウ ゴウイ ズ ネン ム リカイ ジッシ トウ ヨテイ				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		下田市 シモダ シ		米国 ベイコク		・牧之原市と連携のうえ、1854年にペリー提督率いる黒船が来航するなど、古くから縁のある米国とサーフィンを中心とした交流を進める。
 マキノハラシ レンケイ ネン テイトク ヒキ クロフネ ライコウ フル エン ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				愛知県 アイチケン		半田市 ハンダシ		中国 チュウゴク		・平成5年に徐州市と友好都市提携を結び、青少年を中心としたスポーツ交流や文化芸術交流を20年以上にわたり継続。このつながりを活かし、競技終了後に中国のオリンピアンを招いて交流を実施するなど更なる交流の促進を図る。
 ヘイセイ ネン ジョ シュウ シ ユウコウ トシ テイケイ ムス セイショウネン チュウシン コウリュウ ブンカ ゲイジュツ コウリュウ ネン イジョウ ケイゾク イ キョウギ シュウリョウゴ チュウゴク マネ コウリュウ ジッシ サラ コウリュウ ソクシン ハカ				○		○		修正あり シュウセイ

				大阪府 オオサカフ		池田市 イケダ シ		ロシア		・池田市在住のミュンヘンオリンピック男子バレーボール金メダリストの大古誠司氏のつながりから、ロシアバレーボール協会に選手の事前合宿について、働きかけを実施し、2017年9月に合意がなされた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イケダシ ザイジュウ ダンシ キン オオ フル セイジ シ キョウカイ センシュ ハタラ ジッシ ネン ガツ ゴウイ				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 アカシ シ		韓国 カンコク		・明石市在住のパラリンピアン・別所キミヱ選手がキーパーソンとなり、韓国パラ卓球、女子車いす選手の競技終了後の明石市訪問を誘致。協定取り交しにつき、実務的調整を進めていくこととなった。　　　　　　　　
・パラリンピックのホストタウンとして、「まち」と「心」のバリアフリーを推進していく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アカシ ザイジュウ ベッショ センシュ カンコク タッキュウ ジョシ クルマ センシュ アカシ シ ホウモン ユウチ キョウテイ ト カワ ジツムテキ チョウセイ スス ココロ スイシン				○		○		修正あり シュウセイ

				奈良県 ナラケン		橿原市・
奈良県 カシハラシ ナラ ケン		カザフスタン		・カザフスタンはユーラシアの交易路・シルクロードにおける中継地として、橿原市は東の終着点という歴史的な縁から、2016年よりカザフスタンの学生に日本文化体験をしてもらう取組を実施。
・陸上及び女子バレーボールの事前合宿の誘致を目指す。
 コウエキ ロ チュウケイ チ カシハラシ ヒガシ シュウチャク テン レキシテキ エン ネン ガクセイ ニホン ブンカ タイケン トリクミ ジッシ リクジョウ オヨ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				島根県 シマネケン		奥出雲町 オクイズモチョウ		インド		・町技であるホッケーを活かし、同じくホッケー競技の盛んなインドとの交流を通じて、同競技の普及振興や地域振興を目指す。
・特産品の仁多米を通じた食文化交流や雲州算盤とインド数学による教育交流を行う。
 マチ ワザ イ オナ キョウギ サカ コウリュウ ツウ ドウ キョウギ フキュウ シンコウ チイキ シンコウ メザ トクサンヒン ニ タ マイ ツウ ショクブンカ コウリュウ ウンシュウ ソロバン スウガク キョウイク コウリュウ オコナ				○		○		修正あり シュウセイ

				広島県 ヒロシマケン		広島市 ヒロシマシ		オーストラリア		・市内のホッケーチームとオーストラリアとのつながりを活かし、オーストラリア代表の事前合宿誘致を目指す。
・両国の若者を中心とした平和・文化に関する交流を行い、相互の理解を深める。
 シナイ イ ダイヒョウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ リョウ コク ワカモノ チュウシン ヘイワ ブンカ カン コウリュウ オコナ ソウゴ リカイ フカ				○		修正あり シュウセイ		○

				徳島県 トクシマケン		徳島県 トクシマケン		カンボジア		・2013年より、徳島商業高校はJICA草の根無償資金協力事業を活用し、カンボジアの学校と同国の特産物を利用したお土産共同開発プロジェクトを実施。
・この縁を活かし、カンボジアの水泳チームとの交流を目指す。
 ネン トクシマ ショウギョウ コウコウ クサ ネ ムショウ シキン キョウリョク ジギョウ カツヨウ ガッコウ ドウコク トクサンブツ リヨウ ミヤゲ キョウドウ カイハツ ジッシ エン イ スイエイ コウリュウ メザ				○		○		○

				香川県 カガワケン		高松市 タカマツシ		台湾 タイワン		・従来より盛んであった観光分野における交流を背景に、台湾基隆市と交流協定の締結や日台観光サミット会議の開催地となるなど、一層の交流が進んできた。
・台湾パラリンピック選手との大会後交流等を目指す。
 ジュウライ サカ カンコウ ブンヤ コウリュウ ハイケイ タイワン キールン シ コウリュウ キョウテイ テイケツ ニチ ダイ カンコウ カイギ カイサイチ イッソウ コウリュウ スス タイワン センシュ タイカイゴ コウリュウ トウ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				高知県 コウチケン		土佐町・本山町・須崎市・高知県 トサ マチ モトヤマ チョウ スサキシ コウチケン		ハンガリー		・土佐町・本山町の早明浦ダム湖畔と須崎市の浦ノ内湾を活用したカヌー練習が可能なメリットを生かし、ハンガリーのカヌーチームの事前合宿誘致を目指す。
・高知県嶺北高校カヌー部の外部指導員であるハンガリー金メダリストによる高校生の競技力向上と、交流人口拡大を目的としたカヌー教室の開催等による地域の活性化を目指す。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				福岡県 フクオカケン		福岡県・久留米市 フクオカケン クルメシ		ケニア		・2017年、事前キャンプ実施にかかる基本合意を締結。大会前からケニアに親しみを感じるようなイベント等の取組を進め、大会時にはパブリックビューイング等により応援する。
 ネン ジゼン ジッシ キホン ゴウイ テイケツ タイカイ マエ シタ カン トウ トリクミ スス タイカイ ジ トウ オウエン				○		○		修正あり シュウセイ

				長崎県 ナガサキケン		長崎県・諫早市 ナガサキケン イサハヤシ		フィリピン		・本県に本社を置く民間事業者がフィリピンの発展のために、同国への小学校建設や机・椅子等の寄贈による教育支援を実施するなど関係が強化されており、このような縁から陸上競技の事前合宿誘致を進めている。
 ホンケン ホンシャ オ ミンカン ジギョウシャ ハッテン ドウコク ショウガッコウ ケンセツ ツクエ イス ナド キゾウ キョウイク シエン ジッシ カンケイ キョウカ エン リクジョウ キョウギ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				宮崎県 ミヤザキケン		日向市 ヒュウガシ		米国 ベイコク		・1年を通してサーフィンが楽しめる海岸を有する同市では、以前から米国の小学生との相互交流が行われており、また2017年に同市で開催されたISA世界ジュニアサーフィン選手権を契機として、今後米国サーフィンチームの事前合宿誘致を進める。
 ネン トオ タノ カイガン ユウ ドウシ イゼン ベイコク ショウガクセイ ソウゴ コウリュウ オコナ ネン ドウシ カイサイ セカイ センシュケン ケイキ コンゴ ベイコク ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		修正あり シュウセイ		○

				鹿児島県 カゴシマケン		鹿屋市 カノヤシ		スロベニア		・スロベニア女子柔道チーム監督と以前から交流のある鹿屋体育大学と連携し、同大学を活用して事前合宿誘致を目指す。
 ジョシ ジュウドウ カントク イゼン コウリュウ カノヤ タイイク ダイガク レンケイ ドウダイガク カツヨウ ジゼン ガッシュク ユウチ メザ				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ

				鹿児島県 カゴシマケン		大崎町 オオサキ マチ		台湾 タイワン		・直行便が多く運行されるなど、経済交流はもとより、文化・人材面で交流の機会が創出されていることをきっかけとして、台湾陸上競技の長距離チームを中心に事前合宿誘致を進めている。
 チョッコウ ビン オオ ウンコウ ケイザイ コウリュウ ブンカ ジンザイ メン コウリュウ キカイ ソウシュツ タイワン リクジョウ キョウギ チョウキョリ チュウシン ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○





























				登録内容に変更のあった既登録団体 トウロク ナイヨウ ヘンコウ キ トウロク ダンタイ

				都道府県 トドウフケン		登録団体名 トウロク ダンタイ メイ		相手国・地域 アイテコク チイキ		変更の内容 ヘンコウ ナイヨウ				受信確認 ジュシン カクニン		回答（ポエム） カイトウ		回答（概要） カイトウ ガイヨウ

				秋田県 アキタケン		大潟村・秋田県 オオガタムラ アキタケン		デンマーク		・実施主体に秋田県を追加。 ジッシ シュタイ アキタケン ツイカ				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		龍ヶ崎市 リュウガサキシ		キューバ、タイ、グアム、フィジー		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øグアムとフィジーの柔道代表候補が流通経済大学の柔道部に所属していることから、同大学と連携しグアム・フィジーの事前合宿誘致を進めている。
 アイテコク ジュウドウ ダイヒョウ コウホ リュウツウ ケイザイ ダイガク ジュウドウ ブ ショゾク ドウダイ ガク レンケイ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○

				茨城県 イバラキケン		桜川市 サクラガワシ		ブルガリア、モンゴル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø市在住の多田尚克氏がモンゴルの射撃代表チームのコーチを務めていることから、射撃の事前合宿誘致を進め、平成29年7月に覚書を締結。
 アイテコク シ ザイジュウ タダ ナオカツ シ シャゲキ ダイヒョウ ツト シャゲキ ジゼン ガッシュク ユウチ スス ヘイセイ ネン ガツ オボエガキ テイケツ				○		修正あり シュウセイ		○

				石川県 イシカワ ケン		石川県・小松市 イシカワ ケン コマツ シ		ニュージーランド、ブラジル		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øブラジルからパラカヌー選手の東京パラリンピックに向けた事前合宿の依頼があり、合宿を受け入れ。
				○		修正あり シュウセイ		○

				静岡県 シズオカケン		島田市 シマダ シ		モンゴル、シンガポール		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øシンガポール卓球協会との間で事前合宿について合意。協定締結に向けて調整を行っていく。
 タッキュウ キョウカイ アイダ ジゼン ガッシュク ゴウイ キョウテイ テイケツ ム チョウセイ オコナ				○		○		○

				静岡県 シズオカケン		牧之原市 マキノハラシ		中国、米国 チュウゴク ベイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø姉妹都市における高校生同士の相互交流が以前から行われている米国と、サーフィンを中心とした交流を進める。
 シマイ トシ コウコウセイ ドウシ ソウゴ コウリュウ イゼン オコナ ベイコク チュウシン コウリュウ スス				○		○		○

				兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ、ネパール エイコク		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø2016年にネパールのパラ水泳選手の合宿を神戸市で受け入れた経緯があり、ネパールのパラ水泳連盟と事前合宿に合意。
 ネン スイエイ センシュ ガッシュク コウベシ ウ イ ケイイ スイエイ レンメイ ジゼン ガッシュク ゴウイ				○		修正あり シュウセイ		○

				奈良県 ナラケン		大和郡山市・奈良県 ヤマトコオリヤマ シ ナラケン		シンガポール、香港 ホンコン		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Ø香港アマチュア水泳協会から、2018年の水泳選手の合宿について依頼を受けた経緯を踏まえ、オリンピックの事前合宿を調整中。
 ホンコン スイエイ キョウカイ ネン スイエイ センシュ ガッシュク イライ ウ ケイイ フ ジゼン ガッシュク チョウセイ チュウ				○		修正あり シュウセイ		○

				福岡県 フクオカケン		宗像市 ムナカタ シ		ブルガリア、ロシア		・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
Øクラブチームを中心としてラグビーが盛んな土地柄であり、同市で毎年開催されているラグビーユース交流大会にロシアの高校生チームが参加。この交流を核に7人制女子ラグビーの事前合宿誘致を進めている。
 チュウシン サカ トチガラ ドウシ マイトシ カイサイ コウリュウ タイカイ コウコウセイ サンカ コウリュウ カク ニンセイ ジョシ ジゼン ガッシュク ユウチ スス				○		○		○
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○ 平成29年10月31日、在京ドイツ大使館主催のホストタウンミーティングが開催。同日に駐日ドイツ
大使主催によるレセプションも開催。

○ 説明会には、ドイツ本国からドイツスポーツ連盟の理事が参加し、同連盟の役割やスポーツ少年団
の派遣、リオ大会の実績に基づいた事後の選手派遣の可能性や、競技団体の紹介などについて説
明。また、ハインリッヒ・ポポフ選手（リオデジャネイロ・パラリンピック陸上男子走り幅跳び金メダリスト）
も来日され、同氏が講師を務める「ランニング・クリニック」の紹介や、小学校でのイベントなどを紹介。ド
イツ文化交流協会から文化交流に係る協力が示された。

○ ホストタウン・ドイツグループの設立が自治体側から提案されるなど、ミーティング及びレセプションを通
じ、今後の横連携のネットワーク形成の端緒となった。

［参加自治体］山形県鶴岡市、東根市、群馬県沼田市、東京都文京区、東京都青梅市、新潟県上越市、山梨県山梨市、愛知県豊橋市、
岡山県真庭市、徳島県・那賀町、福岡県田川市、宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市

国別活動状況（ドイツを相手国とする取組み）

大使主催レセプション。左から
フォンヴェアテル大使、鈴木オ
リパラ担当大臣、ハインリヒ・ポ
ポフ選手

大使主催レセプション。公邸料
理人が腕によりをかけたドイツ
料理・ヨーロッパ料理が並んだ。

ホストタウンミーティングでは、
ポポフ選手が金メダルを取っ
た飛距離が実際に示された。

ミーティング中のコー
ヒーブレイクでは、各
自治体自慢のお菓
子をつまみながらホ
ストタウン自治体同
士の交流が活発に
行われた。
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○ 平成29年11月11日、ソラマチひろば（東京都墨田区）において、岩手県、宮城県、福島県の被災3県を
含む5県６団体の参加により、‘Host Town Lineups’という一般の方々にホストタウンの取組を紹介する初のイ
ベントを開催。

○ 来場者へのアンケート（N=45）では、このイベントに参加した約9割が東京大会への関心が高まったと回答。
スカイツリーに遊びに来た一般の方々にホストタウンをアピールした。

ホストタウンイベントの開催

岩手県、宮城県、福島県がそれぞれの特産物を販売。遠野林檎シードル、気仙沼ふかひれスープ、福島県のりんごつめ放題などが大人気！

茨城県常陸大宮市、宮城県蔵王町、在日パラオ共
和国大使館が合同で出展。テレビ局の取材を受け
た。

徳島県のブースは、ドイツチーム受入時の写真
を展示した他、徳島商業高校、城西高校の生徒
たちが、徳島特産の阿波藍を使った商品など自
分たちの開発した商品を販売。

内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進
本部事務局も出展し、全国各地のホストタウン
自治体の紹介を実施。



ホストタウンにおける食文化発信①

○北海道士別市は、ホストタウンの取組として、平成29年7月に台湾ウエイトリフティング強豪チームで
ある台湾師範大学ウエイトリフティング部の合宿を約1週間、受入。
○部員4名、監督1名計5名が士別市で合宿を行うとともに、そば打ち体験、日本文化体験（茶道、弓
道）を行った。
○歓迎会では、GAP.認証を受けた農業者が生産した士別市産食材としてアスパラガス、ブロッコリーを
使った料理が提供され、選手などにふるまわれた。

歓迎会

茶道、弓道、
そば打ち体験

の模様

GAP認証を取得したアスパラガス、ブロッコリーを使った料理の提供

合宿の模様
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○山形県鶴岡市では、平成29年5月にモルドバ共和国大使が小・中学校での特別授業の実施や、同国特産のワ
インを使って市民交流を進める「モルドバワインを楽しむ会」を実施。

○平成29年６月には、モルドバ共和国を担当者が訪れ、同国スポーツ関係者と交流。

○さらに、８月には地元庄内の野菜（じゃがいも、玉ねぎ、にんじん等）や肉類（豚肉・鶏肉）の食材を使った「親子
モルドバ料理教室」を実施し、同国との市民交流を深めている。モルドバ風餃子のコルツナシュは、見た目は餃
子だが、中身がじゃがいもと玉ねぎで、美味しいと好評だった。モルドバ風パイ「ブラチンタ」はだだちゃ豆を具に
使って作られた。地元シェフのサポートもあり、鶴岡市民がモルドバの食文化を理解する良い機会となった。

小学校での特別授業 モルドバワインを楽しむ会

モルドバ料理教室

モルドバ共和国
オリンピック委員会を訪問

市内スーパー
でも市民理解
を進めるため
同国ワイン
フェアを実施

コルツナシュ（モルドバ風餃子）

ホストタウンにおける食文化発信②

ブラチンタ（モルドバ風パイ） ザマ（スープ） 10



小学校での特別授業

【提供メニュー】
○ミャンマー産海老と鶴ヶ島産
野菜のピザ

○ミャンマー産カシューナッツ
と鶴ヶ島サフランのシフォン
ケーキ

○ミャンマー蜂蜜と鶴ヶ島サフ
ランカラメルソースマンゴプ
リン

○鶴ヶ島サフランとミャンマー
産海老の茶ラーメン

○ミャンマー産海老の天むす
○ミャンマー産カシューナッツ
入りあんまんじゅう鶴ヶ島産
抹茶がけ

○鶴ヶ島産狭山茶
○ミャンマーコーヒー

小学生との交流 ＭＯＵ締結式

食文化交流会

○埼玉県鶴ヶ島市は、平成29年10月にミャンマーからの訪問団を迎え、事前キャンプの協定を締結。
○食文化交流会では市内の飲食事業者（中華、イタリアン、和菓子）がミャンマー産食材を用いた新メニューを
開発し提供。また、鶴ヶ島産の狭山茶も提供。

○今後これらのメニューの定番化を図るほか、鶴ヶ島市では、ミャンマーの食材を使用した商品や料理を販売する
飲食店などを「ホストタウン応援店」として紹介する取組なども展開。

ホストタウンにおける食文化発信③
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相手国との開発支援における交流
鳥取県 ― JICAボランティア隊員の派遣とCLAIRの自治体研修員の受入れ －

２０１５北京大会でのジャマイカ陸上事前キャンプ等の縁をきっかけに、陸上交流や青少年交流等を意図して姉
妹都市を締結したジャマイカ・ウエストモアランド県へ、JICAの自治体連携ボランティア制度を活用し、県職員を同県
へ派遣。同様に、ウェストモアランド県からも、自治体国際化協会（CLAIR）の自治体職員協力交流事業（LGOTP）を
活用して研修員を受入れ。

これらの事業により、人的交流を通じて、友好都市への貢献はもとより、現地情報やニーズの入手（陸上（スポー
ツ）事情、文化、食、人材等）、日本の情報の拡散を図るとともに、県職員の視野の拡大・人的ネットワークの構築に
より、陸上交流、青少年交流を中心とした将来的な鳥取県への貢献が期待される。

１ 職員派遣の概要（平成２９年１月～３１年１月（２年間））
・鳥取県とウエストモアランド県との交流事業の連絡・調整など
・ウエストモアランド県の行政事務の効率化（事務処理の電子化や鳥取県版カイゼンの導入など）
・上記に加え、日本語やグラウンド・ゴルフの普及活動を実施。

※JICA自治体連携ボランティアとは
JICAが特定の自治体と連携し、自治体の特性やリソースの活用により開発効果が期待できる場合には、合意書を締結の上、特

定の地域へ自治体職員を派遣する制度。自治体職員の人件費の８割はJICAが負担。（派遣に係る経費はJICAが負担）

２ 研修員受入れの概要（平成２８年５月～２９年５月（１年間））

・職 種：ウエストモアランド県計画部門・物的計画コーディネーター
・研修内容：都市計画、環境政策、まちづくり等

※自治体職員協力交流事業（LGOTP）とは
海外の地方自治体等の職員を研修員として受入れ、技術の習得を図るとともに、受入れ自治体の国際化施策等への協力を通じ

て地域の国際化を推進する。（受入に係る経費は交付税で措置）

本件の問い合わせ先
・鳥取県地域振興部スポーツ課 0857-26-7911
・鳥取県観光交流局交流推進課 0857-26-7595

ファイリング指導（ウエストモアランド県庁） グラウンドゴルフ指導（ウ県知事と） 12



１．以下の取組みを行う地方公共団体は、ホストタウンとして登録できる。
① 住民等と次に掲げる者との交流
－ 大会等に参加するために来日する選手等
※事前キャンプだけではなく、大会競技終了後に、ホストタウンで地元の方々と交流する「事後交流」を含む

－ 大会参加国・地域の関係者
－ 日本人オリンピアン・パラリンピアン

② ①に伴い行われる取組みであって、スポーツの振興、教育文化の向上及び共生社会の実現を図ろ
うとするもの

３．関係府省庁は、各種財政措置（特別交付税などの地方財政措置を含む）、人材の派遣、
情報提供などを通じ、ホストタウンの取組みを支援する。

２．内閣官房オリパラ事務局に、団体からの相談・申請等を受け付ける窓口を設置する。

大会前後を通じた継続的な取り組みにしていく
上記取組みを核として、更に地域のグローバル化、活性化、観光振興
等へとつなげていく

2020年の大会開催に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等
に資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を
「ホストタウン」として全国各地に広げる。

13

（参考１）ホストタウンとは



（参考２）第四次登録までのホストタウン（１）
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都道府県名 登録団体 相手国・地域

北海道 釧路市 ベトナム

網走市 オーストラリア

士別市 台湾

名寄市 台湾

青森県 弘前市 台湾、ブラジル

今別町 モンゴル

岩手県 盛岡市 カナダ

宮城県 仙台市 イタリア

白石市・柴田町 ベラルーシ

蔵王町 パラオ

秋田県 秋田県・大館

市・仙北市・

美郷町

タイ

秋田市・秋田県 フィジー

横手市・秋田県 インドネシア

鹿角市 ハンガリー

大潟村 デンマーク

山形県 山形市 サモア、台湾、

タイ

米沢市 香港

鶴岡市 ドイツ、モルドバ

酒田市 ニュージー

寒河江市・山形

県
韓国

上山市 ポーランド

村山市 ブルガリア

長井市 タンザニア

天童市・山形県 トルクメニスタン

都道府県名 登録団体 相手国・地域

山形県 東根市 ドイツ

南陽市 バルバドス

福島県

会津若松市 タイ

郡山市 オランダ

いわき市 サモア

猪苗代町 ガーナ

茨城県 茨城県・鉾田市 ベトナム

龍ケ崎市 キューバ、タイ

笠間市 タイ、エチオピア

潮来市 台湾

常陸大宮市 パラオ

坂東市 リトアニア

桜川市 ブルガリア

境町 アルゼンチン

栃木県 栃木県 ハンガリー

那須塩原市 オーストリア

群馬県 前橋市 ハンガリー

高崎市 ポーランド

沼田市 ドイツ

川場村 米国

埼玉県 埼玉県・新座市 ブラジル

さいたま市 オランダ

三郷市 ギリシャ

鶴ヶ島市 ミャンマー

寄居町 ブータン

福島市
スイス

都道府県名 登録団体 相手国・地域

千葉県 船橋市 米国

松戸市
ドミニカ共和国、

ルーマニア

佐倉市・成田

市・印西市
米国

市原市 ニュージーランド

流山市 オランダ

山武市 スリランカ

東京都 文京区 ドイツ

世田谷区 米国

江戸川区 オランダ

武蔵野市 ルーマニア

青梅市 ドイツ

調布市 サウジアラビア

町田市 南アフリカ

東村山市 中国

神奈川県 神奈川県・小

田原市・大磯

町・箱根町

エリトリア、ブータ

ン

横浜市 英国

川崎市 英国

平塚市・神奈

川県
リトアニア

小田原市 モルディブ

厚木市
ニュージーラン

ド

葉山町 英国


Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド



【機密性2情報】		





Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

		山形県		東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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第四次登録までのホストタウン（２）
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都道府県名 登録団体 相手国・地域

新潟県 新潟県・新潟

市・長岡市・

燕市・五泉

市・弥彦村

モンゴル

新潟市 フランス

長岡市 オーストラリア

柏崎市 モンテネグロ、セ

ルビア

十日町市 クロアチア

妙高市 スロベニア

上越市 ドイツ

富山県 高岡市 ポーランド

石川県 石川県・小松市 ニュージーランド

金沢市 フランス

福井県 大野市 東ティモール

鯖江市 中国

山梨県 富士吉田市・山

梨県
フランス

山梨市 ドイツ

北杜市 フランス

笛吹市 タイ

甲州市 フランス

忍野村 フランス

山中湖村 フランス

富士河口湖町・

鳴沢村
フランス

都道府県名 登録団体 相手国・地域

長野県 長野県・長野

市・上田市・須

坂市・飯山市・

下諏訪町・山之

内町

中国

伊那市 東ティモール

駒ヶ根市
ベネズエラ、ネ

パール

佐久市 エストニア

東御市 モルドバ

安曇野市 オーストリア

松川町 コスタリカ

岐阜県 岐阜県・高山

市・下呂市

英国、フランス、

米国

岐阜市 スロバキア

羽島市 スリランカ

各務原市・岐阜

県
英国

静岡県 静岡市 スペイン、台湾

浜松市 ブラジル

三島市 米国

富士宮市 スペイン

島田市 モンゴル

焼津市 モンゴル

掛川市 台湾

藤枝市 イタリア

御殿場市 台湾、韓国

伊豆の国市 モンゴル

牧之原市 中国

都道府県名 登録団体 相手国・地域

愛知県
名古屋市

フランス、カナダ、

ウズベキスタン

豊橋市 ドイツ、リトアニア

豊田市 英国

稲沢市 ギリシャ

美浜町 シンガポール

三重県 四日市市 カナダ

滋賀県 滋賀県・大津市 デンマーク

守山市・滋賀県 トルコ

米原市・滋賀県 ニュージーランド

京都府 舞鶴市 ウズベキスタン

亀岡市 オーストリア

京丹後市
韓国、オーストラ

リア

大山崎町 スイス

京丹波町 ニュージーランド

大阪府 大阪市 オーストラリア

泉佐野市
ウガンダ、モンゴ

ル

箕面市 ニュージーランド

兵庫県 兵庫県・姫路市 フランス

神戸市

英国、オーストラ

リア、クロアチア、

カナダ

豊岡市 モンゴル

加古川市 ブラジル

西脇市 オーストラリア

香美町 フランス


Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド



【機密性2情報】		





Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド



【機密性2情報】		






第四次登録までのホストタウン（３）

16

都道府県名 登録団体 相手国・地域

奈良県 奈良市 オーストラリア

大和郡山市・奈

良県
シンガポール

天理市 フランス

和歌山県 和歌山県・和歌

山市

オーストラリア、カ

ナダ

和歌山県・那智

勝浦町・串本町
トルコ

鳥取県 鳥取県 ジャマイカ

島根県 松江市 アイルランド

邑南町 フィンランド

岡山県 岡山市 ブルガリア

倉敷市
ニュージーラン

ド

真庭市 ドイツ

美作市 ベトナム

広島県

広島県・広島市・

呉市・竹原市・三

原市・尾道市・福

山市・府中市・三

次市・庄原市・大

竹市・東広島市・

廿日市市・安芸

高田市・江田島

市・府中町・海田

町・熊野町・坂

町・安芸太田町・

北広島町・世羅

町・神石高原町

メキシコ

都道府県名 登録団体 相手国・地域

広島県 北広島町 ドミニカ共和国

山口県 山口県・山口

市・宇部市
スペイン

萩市 英国

防府市 セルビア

岩国市 米国

長門市 トンガ

徳島県 徳島県・那賀町 ドイツ

香川県

香川県・丸亀

市・坂出市

ブラジル、デン

マーク、エストニ

ア、フィンランド、

ノルウェー、カナ

ダ

愛媛県 愛媛県・松山市 台湾

高知県 高知県・高知市 トンガ

高知県・南国市 シンガポール

高知県・須崎市
オーストラリア、

チェコ

高知県・宿毛市 オランダ

福岡県
福岡県・福岡市

スウェーデン、ノ

ルウェー

北九州市 タイ

飯塚市 南アフリカ

田川市 ドイツ

宗像市 ブルガリア

佐賀県
佐賀県・佐賀

市・嬉野市

オランダ、ニュー

ジーランド、フィ

ジー

都道府県名 登録団体 相手国・地域

長崎県 長崎県・長崎

市・佐世保

市・島原市・

諫早市・大村

市・壱岐市・

雲仙市・南島

原市・川棚町

ベトナム

長崎県・島原市 スペイン

熊本県 熊本県 インドネシア

大分県
大分県

ニュージーラン

ド

大分県・大分市

ポルトガル、ロシ

ア、イタリア、米

国、ハンガリー、

ルーマニア、ウク

ライナ

大分県・大分

市・別府市
フィジー

大分県・中津市 マレーシア

別府市
ニュージーラン

ド

宮崎県 宮崎県・宮崎

市・延岡市・小

林市

ドイツ

宮崎県・宮崎市 英国

宮崎県・宮崎

市・日南市・西

都市

イタリア

都城市 モンゴル

沖縄県 沖縄市 ニュージーランド


Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ



























		広島県 ヒロシマケン		北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

		長野県		長野県・長野市・上田市・須坂市・飯山市・下諏訪町・山之内町 ナガノシ		中国

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

		広島県 ヒロシマケン		広島県・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町 ヒロシマケン ヒロシマシ クレシ タケハラシ ミハラシ オノミチシ フクヤマシ フチュウシ ミヨシシ ショウハラ シ オオタケシ ヒガシヒロシマシ ハツカイチ シ アキ タカダシ エタジマ シ フチュウ マチ ウミ タ マチ クマノ マチ サカマチ アキ オオタ マチ キタ ヒロシマ マチ セラ マチ カミ イシ コウゲン マチ		メキシコ



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

		香川県		香川県・丸亀市・坂出市 マルカメ シ サカ デ シ		ブラジル、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、カナダ

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

		佐賀県		佐賀県・佐賀市・嬉野市 サガシ ウレシノシ		オランダ、ニュージーランド、フィジー

		長崎県		長崎県・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・壱岐市・雲仙市・南島原市・川棚町		ベトナム

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

				大分県・大分市 オオイタシ		ポルトガル、ロシア、イタリア、米国、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県・宮崎市・延岡市・小林市 ミヤザキシ ノベオカシ コバヤシシ		ドイツ

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

				宮崎県・宮崎市・日南市・西都市 ミヤザキシ ニチナンシ ニシ ミヤコ シ		イタリア

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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ＪＥＴプログラムの活用
外国語指導助手（ＡＬＴ）・国際交流員（ＣＩＲ）の増員や新規採用をお願いします。

お問い合わせ先：ＪＥＴプログラム事業部調整課 電話 03-5213-1727
ホームページ：http://jetprogramme.org/ja/
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・外国語教育の充実、諸外国との相互理解の増進、地域の国際化の推進を目的
として、昭和62年（1987年）にスタート。⇒31年間累計で約66,000人を招致。
・平成29年（2017年）7月現在、世界44か国の外国青年約5,200人が各地で活躍。
（内訳） 小中高校での外国語指導助手（ＡＬＴ：4,712人）

国際交流員（ＣＩＲ：443人）
スポーツ国際交流員（ＳＥＡ：8人）

（主な招致国）：アメリカ2,924人(56%) カナダ494人（9%) イギリス423人(7%) オーストラリア351人(6%)

ニュージーランド235人(4%) 南アフリカ105人(2%) ジャマイカ105人(2%)

市町村には、ＪＥＴ参加者に要する経費（報酬・旅費等）について、
ＪＥＴ参加者数に応じた普通交付税措置あり。（一人当たり：４７２万円余）

ＪＥＴプログラムの概要
（語学指導等を行う外国青年招致事業：The Japan Exchange and Teaching Programme）

◆ 手厚い地方財政措置

2

◆ 世界最大規模の人的交流プログラム

Assistant Language Teacher

Coordinator for International Relations

Sports Exchange Advisor

JET青年の交流会（島根県飯南町）

◆ 平成30年度申込締切（平成30年7・8月新規来日者）

英語圏 平成30年 1月29日
その他の国 平成29年12月13日

注：取りまとめ団体（各都道府県国際担当課)から自治体国際化協会への提出期限。
なお、スポーツ国際交流員（SEA）は、一律平成29年12月13日です。
英語圏とは、ALTでは12か国(p4の①～⑫)、CIRでは7か国（p4の①～⑥、⑧）です。



学習指導要領の改訂と外国語指導助手（ＡＬＴ）の活用

3

・小学校５・６年生 外国語活動35時間（週１コマ）⇒ 外国語活動 50時間 ⇒ 外国語（教科）70時間（週２コマ）＜倍増＞
・小学校３・４年生 なし ⇒ 外国語活動 15時間 ⇒ 外国語活動 35時間（週１コマ）＜新規＞

ＪＥＴ－ＡＬＴに期待される役割・業務（メリット）
①ネイティブならではの授業のサポート
②学校活動への参加を通じた子供たちの国際感覚の養成
③地域社会との顔の見える関わりも

授業以外でも様々な
場面で活躍

◆ 新学習指導要領（外国語）＜平成28年改訂、平成30・31年度移行期間、平成32年度全面実施 ＞

授業を実施するに当たっては、ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材などの協力を得る等、指導体制の充実を図るとと
もに、指導方法の工夫を行うこと。（新学習指導要領（抜粋））

群馬県
みなかみ町

和歌山県
広川町

・学習指導要領が改訂され、小学生の英語教育が強化されます。
・市町村における計画的なＪＥＴ－ＡＬＴの増員・新規導入をお願いします。

詳細は自治体国際化協会の月刊誌「自治体国際化フォーラム」 ２０１７年１０月号p2-15（小学校で活躍するJET-ALT）をご覧ください

現在 平成30・31年度 平成32年度

（Assistant Language Teacher）



さまざまな国からの外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置

・JETプログラムでは、英語の外国語指導助手（ALT）を12か国から招致。
・世界の多様性を児童・生徒や地域の方々が実感できる機会をつくるため
さまざまな国からのJET-ALTの招致をご検討ください。

2017年度英語圏12か国のＡＬＴの人数

①アメリカ合衆国（1987）
②英国（1987）
③オーストラリア連邦（1987）
④ニュージーランド（1987）
⑤カナダ（1988）
⑥アイルランド（1988）
⑦南アフリカ共和国（1997）
⑧シンガポール共和国（1999）
⑨ジャマイカ（2000）
⑩バルバドス（2002）
⑪トリニダード・トバゴ共和国（2004）
⑫フィリピン共和国（2014）
合計

●広島県福山市
・平成29年（2017年）9月現在、20人のJET-ALTを任用。
・平成29年度（2017年度）に9人増員するのにあわせ、
12か国すべてからの招致を最優先にしたいとの要望を
いただき、実現。

2017年度から福山市で任用された9か国9人のJET-ALT

＊ (  )内は招致開始年度
＊ 要望をいただければ、これら12か国以外の国からも招致できます。
（例：富山県砺波市(チューリップの有名なオランダから））

全国
2,800

395

331

225

469

92

105

59

105

10

46

51

4,688

福山市
6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

20
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外国人観光客誘致（インバウンド）における国際交流員(CIR)の活用

・近年増加している外国人観光客の誘致においてもＣＩＲが活躍しています。
・外国人の視点から各地域の観光資源の発掘し、魅力を伝える効果的な
PRを行うことができます。

● 島根県邑南町（おおなんちょう）

・SNS（フェイスブック、インスタグラム）を使った英語による情報発信
・外国人観光客が町内のイベントに参加するツアーの支援
・農家民泊の体験メニューの開発の支援
・町民向け英会話教室の実施（簡単な観光案内ができるように）

中国からの留学生（左）に
神楽体験を案内するアメリカからの国際交流員（右）

フェイスブックを使った
神楽に関する情報発信

5



オリ・パラをきっかけとした国際交流員（ＣＩＲ）の活用

・東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン登録自治体で相手国出身の
ＣＩＲが活躍しています。 （H29.7現在 221市町村 うちCIR配置 66市町村）
相手国関係者との連絡・調整や文化交流イベントの実施、相手国訪問時の通訳業務など幅広い業務を担当。

・オリ・パラをきっかけとした国際交流員（ＣＩＲ）の配置をお願いします。

● 福岡県田川市 （ホストタウン相手国：ドイツ）
・ホストタウン申請書類の翻訳
・ドイツオリンピック委員会への訪問時の随行・通訳
・市内の学校を訪問し、ドイツ文化について紹介
・田川市ドイツ祭りの企画、運営
・市報でのドイツ紹介記事執筆

CIR: （Coodinator for International Relations）

・地方公共団体の国際交流をサポート
①国際イベントの企画・実施
②国際交流における通訳・翻訳
③外国人向けの広報・海外向け情報発信
④地域の国際化の推進

「インバウンド」「輸出振興」
など活躍は多岐に

参考：自治体国際化協会の月刊誌「自治体国際化フォーラム」 ２０１７ 年１ 月号p28・29（福岡県田川市の例）

（Coordinator for International Relations）
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オリ・パラ等をきっかけとした国際交流員（ＣＩＲ）の活用 ②

● 京都府大山崎町 （ホストタウン相手国：スイス）
・スイスのフェンシングクラブとの連絡、訪問の日程調整
・大山崎町スイスフェア（ホストタウン事業）でイベント実施、
スイス文化の紹介
・国際理解講座の開催
・町広報誌の記事作成と記念誌の外国語への翻訳

「大山崎町スイスフェア2017」におけるスイスの紹介
（左から2人目がスイスからの国際交流員）

お問い合わせ先：ＪＥＴプログラム事業部調整課 電話 03-5213-1727
ホームページ：http://jetprogramme.org/ja/

平成30年度 7･8月来日新規招致者要望調査締め切り
（ALT:外国語指導助手 CIR：国際交流員）

CIR英語圏
アメリカ、英国、オーストラリア、ニュージー
ランド、カナダ、アイルランド、シンガポール
ALT英語圏
上記７カ国、南アフリカ共和国、ジャマイカ、
バルバドス、トリニダード・トバコ、フィリピン

2018年1月29日

少数招致国
その他の国

2017年12月13日

SEA（スポーツ国際交流員）は 一律2017年12月13日
※取りまとめ団体（都道府県・政令指定都市国際担当課）から自治体
国際化協会への提出期限

（Coordinator for International Relations）
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RWC（ラグビーワールドカップ）2019をきっかけとした
岩手県釜石市における国際交流員（ＣＩＲ）の活用

●業務内容

・ 釜石市英語版観光パンフレット作成の指導
・ ＳＮＳで英語での情報発信
（https://www.facebook.com/visitkamaishi/）

・ 市内英会話教室（市民・市職員・市内保育園・飲食店など）

・ 飲食店・観光施設などの英語化・インバウンドサポート
・ 釜石市多言語ポータルサイトの英語コンテンツ作成
・ ＲＷＣ２０１９釜石開催資料・情報の翻訳
・ ＲＷＣ関係者の釜石来訪時のアテンド

・ ＲＷＣファンゾーンプレイベント指導

CIR: （Coodinator for International Relations）
・地方公共団体の国際交流をサポート
①国際イベントの企画・実施
②国際交流における通訳・翻訳
③外国人向けの広報・海外向け情報発信

④地域の国際化の推進
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RWC（ラグビーワールドカップ）2019をきっかけとした
静岡県袋井市における国際交流員（ＣＩＲ）の活用

ラグビーワールドカップ2019が同市にあるエコパスタジアムで開催されることから、来場者へ
の案内等のおもてなしを行うに当たり、職員を始め市民の英語力の向上を図るために任用。
ラグビーが盛んなオーストラリア及びニュージーランド国籍のＣＩＲを、2016年度より各１名任
用。

業務内容一例
・公共サインの翻訳 ・市職員向けの英語教室
・地域のイベントの参加 ・大人を対象にした英語の出前教室
・幼稚園や保育所を訪問し、園児と英語で交流 など

幼稚園訪問での交流風景（英語を使ったゲームなど） 9



スポーツ国際交流員(SEA)の活用

主に地方公共団体に配属され、特定種目のスポーツ専門家として、スポーツトレーニング
方法やスポーツ関連事業の立案の補助などを通じて、国際交流活動に従事します。

（H29.7現在 4自治体8人）

（Sports Exchange Advisor）

（サッカー） （サッカー） （スキー）

（ボート） （ボート） （ボート）
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2017年12月15日

東京2020参画プログラム
ホストタウンの活動の認証について

公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

組織委員会 資料２



東京2020参画プログラムは、様々な組織・団体がオリンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら、大会に向けた
参画・機運醸成・レガシー創出への事業やイベント（以下、「アクション」という。）が実施できる仕組みです。
認証されたアクションでは、以下の事項を行うことができます。

参画プログラムについて

① 東京2020公認マーク・東京2020応援マークの使用
② 「東京2020公認プログラム」「東京2020応援プログラム」の呼称の使用
③ 「オリンピック」「パラリンピック」「東京2020大会」等の文言使用

＜東京2020公認マーク＞ ＜東京2020応援マーク＞

■参画プログラムで認証されたアクションで使用可能なマーク

1



ホストタウンと参画プログラム

2

「ホストタウン」に登録された自治体（以下、「ホストタウン登録自治体」という。）が実施するアクションについて、下
記要件を満たしているものを「ホストタウンアクション」とし、参画プログラムのアクションとして認証いたします。

■参画プログラムの対象となるアクションであること

・７つの要件（適切性/公益性/参加可能性/非悪質/非宗教・非政治/安全性/非営利性）を満たすこと
・３つの大会ビジョン（全員が自己ベスト/多様性と調和/未来への継承）にあてはまる要素を含んでいること
・レガシーコンセプトの要素を含むこと

■次のいずれかに該当していること
（１）住民等と次に掲げる者の交流又は当該交流に伴い行われる取組であって、スポーツの振興、教育文化の

向上及び共生社会の実現を図ろうとする事業
ア 大会等に参加するために来日する選手等
イ 大会参加国・地域の関係者
ウ 日本人オリンピアン又はパラリンピアン（OB・OGを含む）

（２）（１）に類するアクションのうち、相手国と人的・経済的・文化的な相互交流を図り地域の活性化等を
推進するものであって営利を目的としないもの

ホストタウンアクションの要件



ホストタウン登録自治体が使用可能なマーク

3

「ホストタウンアクション」の告知等において、ホストタウン登録自治体は、ホストタウン用に作成された参画マークを
使用することが可能です。

■「ホストタウンアクション」で使用可能なマーク

世界とつながろう ホストタウン

[日本語版]

Host Town Initiative

[英語版]



ホストタウン登録自治体が公認マークを使用する場合の規定

4

「ホストタウンアクション」の告知等で、公認マークの掲出を行う場合は、参画プログラムマーク等取扱い基準に加え、
以下を遵守いただく必要があります。

＜「ホストタウンアクション」追加規定＞
アクションのタイトルに「内閣官房ホストタウンアクション」の文言を併記。

公認マークと同一平面上に、以下の文言を記載。
「ホストタウンとは、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、参加国・地域との人的・経済的・文化
的な相互交流を図る地方自治体を、内閣官房が登録するものです」

ポスター・チラシ等

マーク

アクションのタイトル

内閣官房ホストタウンアクション

ホストタウンとは～内閣官房が登録するものです

①アクションの
タイトル付近に
記載してください

②マークと同一平面上に
記載してください

広報紙等

①アクションの
タイトル付近に記載
してください

②マークと同一記事上に
記載してください

その他の記事

その他の記事
その他の記事とは明確な
区分けが必要となります。

マーク

アクションのタイトル

ホストタウンとは～内閣官房が登録するものです

内閣官房ホストタウンアクション

1

2

1

2

1

2



申請方法

5

参画プログラムの申請フローは、以下のような流れとなります。

実績報告マーク等使用申請アクション申請主体登録申請

【主体登録申請】
参画プログラムを実施する主体として登録を行う申請になります。
ホストタウン登録自治体は、組織委員会からアカウントを発行するため、主体登録申請が不要です。

【アクション申請】
実施されるアクションの概要等を申請して頂きます。ホストタウンアクションの要件を満たしているかを確
認します。申請された内容が、参画プログラム特設サイトに掲載されます。

【マーク等使用申請】
告知等に使うアイテムのデザインデータを申請して頂きます。使用規定が遵守されているか、アンブッシュ
表現がないかなどを確認します。

【実績報告】
実施したアクションの実績を報告して頂きます。アクションの成果や参加人数、実績画像が、参画プログラム
特設サイトに掲載されます。



ホームページでの情報掲載

6

ホストタウンアクションとして認証されたアクションは、東京2020参画プログラム特設サイトにアクションの情報が
掲載されます。
https://participation.tokyo2020.jp/jp/







2017年12月15日

東京2020参画プログラムについて

公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

組織委員会 資料１



参画プログラムの現状

1

✓ 開始して１年経過し、イベント数： ２万件超、参加人数： ７５０万人を突破

✓ アスリートのみならず、国民全員が文化や教育、持続可能性等、幅広い分野で、
東京2020大会関連イベントに参画、機運醸成・レガシー創出に向けた取組みを実施

文化交流イベント スポーツ教室 オリンピアン招致



長崎

1000 件以上

800 件

400 件

件

件

300

200

北海道

長野

青森

新潟 福島

山形 宮城

秋田 岩手

山梨 東京
千葉

神奈川

群馬 栃木

三重和歌山

富山

岐阜

石川

福井

滋賀

京都

大阪

兵庫

鳥取

岡山

茨城

埼玉

奈良

沖縄

静岡愛知

佐賀

熊本 大分

宮崎
鹿児島

香川

徳島高知

福岡

島根

山口

広島

愛媛

100

50

件

件

600 件

実行

5

1

団体

団体

40 団体

沖縄

静岡愛知

佐賀

熊本 大分

宮崎
鹿児島

香川

徳島高知

福岡

島根

山口

広島

愛媛

兵庫

鳥取

岡山

茨城

埼玉

奈良

三重和歌山

富山

岐阜

石川

福井

滋賀

京都

大阪

北海道

長野

青森

新潟 福島

山形 宮城

秋田 岩手

山梨 東京
千葉

神奈川

群馬 栃木

長崎

100 団体以上

50 団体

30 団体

団体

団体

20

10

実行

全国での実施状況
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登録済主体分布 認証済アクション分布

主体・アクション共に、全国に拡大中。2020年に向けて、全ての都道府県で機運醸成を図る。



参画プログラム 更なる活性化に向けて

3

① ホストタウンの活動の参画プログラム化

② マスコット投票とマスコット投票宣言の展開

③ 参画マークの使用時自由度の拡大検討等

また、参画プログラムの集大成として、2020年には
「東京2020 Nipponフェスティバル」の開催を予定

●●●●●●●●●●●●
各自治体のキャッチフレーズ等を自由に記載（検討中）

（例）参画マークのアレンジを可能とする



2017年12月15日

大会マスコットの投票とマスコット投票宣言について

公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

組織委員会 資料３



1

オリンピック・パラリンピックのマスコットとは？

マスコットはオリンピック・パラリンピックのビジョンやバリューに加え、
開催国の文化や魅力を紹介する存在として重要な役割を果たします。

オリンピックムーブメント パラリンピックムーブメント

パラアスリートが、スポーツに於ける卓越した
能力を発揮し、世界を鼓舞し興奮させることが
できるようにすること

ビジョン

バリュー

スポーツを通じ、平和でより良い世界の構築を
すること

Excellence
卓越

Friendship
友情

Respect
敬意/尊重

Courage
勇気

Determination
強い意志

Equality
公平

Inspiration
インスピレーション

ⒸＩＯＣ ⒸＩＰＣ

＋
開催国ならではの文化や魅力



2

オリンピック・パラリンピックのマスコットの役割

ⒸＩＯＣ

ⒸＩＰＣ

大会のシンボルとなるキャラクターで、国内外問わず、多くの人々を歓迎し、大会を盛り上げるだけで
なく、人々の心に残る思い出深い存在です。オリンピック・パラリンピックには不可欠な存在です。

大会中はもちろん、大会前から、
さまざまな会場で大会を盛り上げ
ていきます。

多くのグッズに反映された
マスコットはたくさんの選手や
訪問客に親しみのあるものに
なっていきます。

マスコットのキャラクター性がわかる
アニメーションを通して、アスリート
だけでなく子供から大人まで、たくさ
んの人々に愛されています。

マスコットってどんな存在？
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子供たちの参画：大会マスコット投票

過去大会にはなかった、史上初めて小学生が選ぶマスコット

12/7 大会マスコット 3候補案発表

ア イ ウ

12/11～2/22 全国の小学校等での学級での投票

2/28 投票結果発表

8月頃 正式発表予定



対象となる学校等
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 東京2020大会は、競技関係者や開催都市に限らず、出来る限り多くの人々が参画する
ことを理念としています。

 このマスコット選定プロセスも、東京2020大会に参加できる貴重な機会であり、より
多くの子供たちが参加できるよう、下記の学校等を対象としています。

① 小学校

② 義務教育学校

③ 特別支援学校小学部

④ 都道府県から各種学校として認可された外国人学校（小学校段階）

⑤ 海外の日本人学校、補習授業校（小学校段階）及び私立在外教育施設

⑥ 不登校児童が学習する学校以外の場（教育支援センター、フリースクール等の民間の団体）
（小学校段階）や各種学校として認可されていない外国人学校（小学校段階）等のうち、当該
施設の教育活動状況に鑑み、今回の投票の趣旨に合致する施設と組織委員会が認めたもの



参加した学校等への特典

5

１．特典
今回の投票に参加いただいた学校等には、下記のような特典を検討しています。
より詳細な内容が決定次第、追って発表いたします。

参加いただいた全ての学校等への特典 一部の学校等（抽選）への特典

⃝マスコット入り感謝状（電子データ）を提供

⃝マスコットのペーパークラフト（電子データ）を
提供

※ご登録いただいたメールアドレスに電子データでお送り
します。各学校にて印刷してご活用ください。

⃝マスコットやアスリートによる学校訪問

⃝学級の児童・担任の教員に東京2020大会エンブレム入
りピンバッジを配布

⃝学級の児童にマスコット入りシールを配布

２．ようい、ドン！スクールの認証
 組織委員会では、オリンピック・パラリンピック教育に取り組む学校を「ようい、ドン！スクール」として認証しています。

 マスコット投票に参加した学校のうち、「ようい、ドン！スクール」の対象範囲となる学校については、追って「ようい、ドン！ス
クール」として認証いたします。※

 今後、組織委員会では「ようい、ドン！スクール」に、東京2020大会に関わっていただける情報・機会をご案内してまいります。

※追って認証のための手続きについて調整させていただきます。なお、この認証により学校に負担がかかるものではありません。



現在の投票状況について
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全国約２万校のうち、8,839校が事前登録済み

※2017年12月14日（木）10:00時点

福島県福島市立吉井田小学校

東京都調布市立飛田給小学校

東京都立府中けやきの森学園



東京2020大会マスコットについて

7

東京2020大会のマスコットは、全国の小学校において、学級毎の投票で決めていただきます。
過去大会にはなかった、史上初めて小学生が選ぶマスコットです。

今後、たくさんのイベントやライセンス商品、
アニメーション等、あらゆるシーンで活躍する

大会マスコットは、エンブレムとともに大会終了後も
多くの人々の記憶に残る存在となります。

そして、きっとそのマスコットを選んだ経験は
子供たちの記憶にも深く刻まれることになります。

子供たちの熱い思いがこもった
東京2020大会のマスコット誕生のため、
ご協力の程、よろしくお願いいたします。

公益財団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会

リオデジャネイロ2016大会マスコット ⒸＩＯＣ



2017年12月15日

東京2020 Nipponフェスティバルについて

公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

組織委員会 資料４



東京2020大会

開会式
閉会式

東京2020大会におけるフェスティバルの位置づけ

2020年4月頃2017年 7月24日～

・大会の盛り上げを最大化

・歴史に残るプロジェクト

・様々なステークホルダーの参画

・国内外への発信

※写真右：©篠山紀信 「東京キャラバン in 六本木」

1

東京2020 Nipponフェスティバル
の展開

参画プログラムによる
大会に向けた機運醸成

東京2020大会の一つの大きな流れ

聖火リレー



“ 東京2020 Nipponフェスティバル ”

読み：トーキョーニーゼロニーゼロニッポンフェスティバル

オール
ジャパン

祝祭感

フェスティバルの名称について

2

東京2020大会



東京2020大会

名称 東京2020 Nipponフェスティバル

会期 2020年4月頃～9月6日

プログラム数

東京都・政府をはじめ
地方自治体等との連携により

全国で多くのプログラムを展開予定

聖火リレー
との連携

連携によりプログラムを
全国へ展開

3

東京2020大会とロンドン2012大会との対比

ロンドン2012大会

London 2012 Festival

2012年6月21日～9月9日
（約12週間）

約300プログラム

なし



フェスティバルが目指す姿

参 画
 文化の祭典として、全ての人々が日本代表として参画でき、

祝祭感のあふれるフェスティバルを目指します。

日本らしさ
 脈々と続き、洗練されてきた私たちの文化を、オリンピック・パラリンピック

の精神と共に様々な形で世界に示します。

卓越性
 オリンピック・パラリンピックならではの、前例にとらわれないプログラムを

展開し、世界を驚かせます。

多様性

レガシー

 障がいの有無や人種の違いなど、それぞれの個性を認めた上で、
分け隔てのない社会を目指します。

 新しいパートナーシップの誕生や若いアーティストの台頭、
海外における日本のプレゼンス向上等、大会後のレガシーを創出します。

今後コンセプト（キャッチフレーズ等）を制作予定 (例) Have Fun !

4



４つの物語①：聖火リレーとともに始まる祝祭感 - キックオフ -

5

文化の祭典でもあるオリンピック・パラリンピック

聖火とともに祝祭感あふれるプログラムを
オールジャパンで展開

～都道府県とも連携し、全国で実施～

※写真左：提供/Getty Images



４つの物語②：大会を象徴するプログラム - 大会直前 -

6

2020年、

私たちの文化で世界を驚かそう。

※写真中：提供/Getty Images



４つの物語③：パラリンピックに向けた機運醸成 – パラリンピック直前 –

7

様々な背景を持つ人々が交じり合い

分け隔てのない社会を目指す



４つの物語④：誰もが参画できるフェスティバル

8

東京にいなくても

オリンピック・パラリンピックに参画できる

全員が日本代表



フェスティバルのロゴマーク制作について

 エンブレムから派生したロンドン2012フェスティバルの

マークを制作

 組織委員会のほか、参画した多くの団体がマークを使用し、

全国への拡がりをみせた
ロンドン大会のマーク

左２つ：エンブレム 右：フェスティバルロゴマーク

9

▶東京2020大会では、
フェスティバルの象徴となり、
全国へ拡がりのあるロゴマークを目指す

▶エンブレムの制作者でもある
野老朝雄（ところあさお）氏に制作を依頼

ロンドン2012大会では…



2017年 2018年

10月－12月 1－3月 4－6月 ７月－

検討スケジュール

フェスティバル
ＷＧ①

IOC/IPCとの調整

平昌2018大会

IOC/IPCとの調整

②【地方との連携】
フェスティバルの全国展開の仕組みを検討（地方でのシンポジウム・連絡会等）

①【政府・都との連携】
プログラムの連携・情報共有（日程・場所・分野の調整、共催の可能性の調整等）

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

計
画
公
表

10

大会
2年前

③公募事業者と主催プログラム
について検討・調整

フェスティバル
ＷＧ③

フェスティバル
ＷＧ②



共生社会ホストタウン
について

平成29年12月11日

内閣官房 東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局

資料１－３



共生社会ホストタウンの新設について

内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局は、パラリンピアンとの交流をきっかけに共生社会
の実現のための、ユニバーサルデザインの街づくり及び心のバリアフリーの取組を実施するホストタウンを促進する。
これにより地域主導の共生社会の実現を加速すると共に、パラリンピックに向けた機運を全国に波及させる。

○共生社会の実現に向けた取組の推進
障害のある海外の選手たちを迎えることをきっかけに、ユニバーサルデザインの街づくり及び心のバリアフリーに
向けた、自治体ならではの特色ある、総合的な取組を実施する。また、2020年大会時の選手の受け入れだ
けでなく大会のレガシーとして大会後の発展的な取組にもつなげていく。
【取組の例】
街づくり ：交通施設や宿泊施設、運動施設等、関連する施設のバリアフリー化、ユニバーサルツーリズムの推進
心のバリアフリー：住民に対しての受け入れ研修、子供達への教育、障害のある人の就労の推進

○ 東京大会の事後交流も含めた、幅広い形でのパラリンピアンとの交流
パラリンピアンとホストタウンの住民が触れ合うことで、地域におけるパラリンピックに向けた機運を醸成する。
また、住民が障害のある選手たちと直に接することで、これから日本が目指す共生社会の実現に向けた気づき
を得て、意識を変えていくきっかけとする。
【交流の例】
準備期間：過去大会に出場した日本人パラリンピアンを招待し、講演会や学校への訪問を実施
2020年 ：東京大会に出場する海外パラリンピアンを招待し、地域住民との交流及びパラスポーツを体験

共生社会ホストタウンとは

１



共生社会ホストタウン 登録について（先行的な取組）

・三沢市（青森） ・浜松市（静岡）

・明石市（兵庫） ・宇部市（山口）

・高松市（香川） ・世田谷区（東京）

＜登録自治体（６自治体）＞

○１１月２日 共生社会ホストタウンの大臣発表

○１１月６日 公募開始

○１２月１１日 先行的な取組事例発表

※今後も締め切りは設けず公募を継続し、応募状況に応じ
随時発表を予定 ２



東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をきっかけに、共生社会実現に向けた取組

みを推進している。今後においては、ウィルチェアラグビーカナダチームのキャンプ受入を
契機に、誰もが住みやすく暮らしやすい街・ユニバーサルタウン三沢の実現に向けた取組
みを加速させる。

三沢市の共生社会ホストタウン 活動計画

●障害当事者講師による、心のバリアフリー

セミナー、講演、ユニバーサルマナー教室・

検定等の継続実施

－小中学校での授業

－市民向けイベント

●パラスポーツと連動

した取り組み

－パラスポーツ設備（ボッチャ・車いす）を解放し

障害の有無や年齢に関わらない交流を促進

－カナダウィルチェアラグビーチームとの交流・

意見交換

－パラリンピアンによる

体験型授業

●意識啓発事業

－パンフレット作成

－「心のバリアフリー」絵画コンクール

●障害当事者と共に、

公共施設の改修に

合わせバリアフリー・

ユニバーサルデザイン

化を推進

●国際交流教育センター

を改修し、車いす対応の宿泊部屋・

シャワールーム等を設置

●市の助成による

民間店舗などのバリア

フリー・ユニバーサル

デザインの整備促進

●事前キャンプを契機に、

スポーツ団体、国際交流団体、経済団体、

福祉団体等と連携した実行委員会を立ち

上げ

ユニバーサルデザインの街づくり 心のバリアフリー

３



【目指す姿】 外国人や障がいのある人などだれもが隔たりなく学習やスポーツに取り組める都市

①ブラジルをはじめとした外国人が活躍する社会の形成 ②ユニバーサルデザインの優しい都市づくり
③心のバリアフリーが根付くまちづくり
⇒四半世紀を越えるブラジルとの交流（※1）を発展させ、パラリンピアンの大多数（22競技/350人を予定）
受入を契機に、UD先進都市(※2）としての取組を更に加速させる。
※1：外国人学習センターの設置や不就学ゼロ作戦などがブラジル本国からも評価され、地方都市としては珍しい総領事館が設置
※2：我が国ではじめてUD条例を設置するなど、UD先進都市としての取り組みを推進

浜松市の共生社会ホストタウン活動計画

◇心のバリアフリーが根付くまちづくりの推進
○小中学生へのUD学習支援・福祉教育
○障がい者への理解啓発イベントの開催
○パラリンピック教材の活用
○特別支援学校や友愛のさとの子どもたちと
パラリンピアンとのふれあいの場づくり

○地元パラリンピアンによるアスリート
フェスティバルの開催

○選手団と障がい者スポーツ大会
との連携

心のバリアフリーユニバーサルデザインのまちづくり

官民連携組織（約70団体）を立ち上げ、横断的な受入体制を構築
・市、大学、経済界、競技団体などオール浜松の体制により、選手団との交流をきっかけとした街のUD化を総合的に推進

＜交流事業＞：選手団交流合宿の実施、ブラジル選手団総会ブースの設置、ブラジル応援団結成、
ブラジルメディア視察受入、ブラジル本国のスポーツ大会への派遣 など

◇ユニバーサルデザインの優しい都市づくりの推進
○施設等のバリアフリー化の推進
・ホテルをはじめとした民間施設のUD化
・複数の競技施設等の仮設も含めたバリアフリー化

○ユニバーサルツーリズムの推進
・浜松観光インフォメーションセンターにおけるUD情報の
発信等の環境整備

総合的
に
推進民間施設のUD化 UDツーリズムの検証 パラリンピアンとのふれあい

ブラジルパラリンピック委員会との覚書締結

４



明石市の共生社会ホストタウン 活動計画

ユニバーサルデザインの街づくり 心のバリアフリー

韓国の車いす卓球チームとの様々な交流をきっかけとして、
障害のある人もない人も暮らしやすいまちづくりを加速させるとともに、

「人にやさしいまちづくり」を全国に広めることで、共生社会の実現を目指す

●市民参加型のユニバーサル交流イベントの継続実施
2017年11月実施のこどもユニバーサル交流会のような障害のある

人とない人が様々な体験交流を通じて楽しみながらお互いを理解し
合えるような参加型交流イベントの実施

●ユニバーサルモニターを活用した市民参加型の共生のまちづくりの推進
市民公募した（仮称）ユニバーサルモニターとともに駅周辺や宿泊施設、飲食
店等、市内のバリアフリー環境の整備や情報アクセシビリティ等の充実を推進
（モニター第一号として市内在住のパラリンピアンを委嘱予定）

●ホームドアの設置の促進による誰もが安心
して利用できる鉄道駅の整備
障害当事者、市、市議会、商工会議所が連携
して取り組み、県内の他の駅に先行してＪＲ明
石駅にホームドアが設置されることが決定。
2020年3月までの供用開始を目指し、2018年
4月以降着工予定。

●合理的配慮の提供を支援する公的助成制度の継続的運用による飲食店等に
おけるバリアフリー環境の整備と商業者への障害理解の促進
・市の助成を活用した点字メニュー、筆談ボード、折りたたみ式スロープの配置
・段差解消や通路の拡張、ローカウンター化等の工事施工
・制度利用をきっかけとした障害のある人とない人の交流の機会の創出と商業者の障害理解促進

●障害当事者との意見交換や障害者体験など様々な交流を交
えた交通事業者・旅館業者への障害理解研修の実施
タクシー事業者向けの視覚障害者理解研修、商業者向け知的障害
理解研修、旅館業者向け車いす利用者介助研修等

５



宇部市の共生社会ホストタウン 活動計画

パラリンピアン（スペイン、水泳・マラソン等）との交流等を契機に、アートとスポーツの両軸
から心と街のバリアフリー化を推進し、誰もが生き生きと暮らせる共生社会の実現を加速さ
せるとともに、これらを特色としたユニバーサルツーリズムの推進により街の活性化を図る

ユニバーサルデザインの街づくり
 市民と創るユニバーサルツーリズムの推進

 障害者がより楽しめる観光施設（UBE
ビエンナーレ開催地のときわ公園
等）のバリアフリー整備

 宿泊施設、飲食店などのきめ細やか
なバリアフリー化の推進

 観光案内、ボランティア等の人材育成
と活動促進

 手話や点字等によるコミュニケーショ
ン支援

 障害者視点によるスポーツ施設の改修

 共生社会のモデルとなる市役所本庁舎建替
え事業の実施

 市民活動を支援するための交流・協働
の場の設置

 障害に配慮した防災拠点化

心のバリアフリー
 障害者アートの機会提供、世界への発信

 障害者アートの活動・発信の場の提供
 UBEビエンナーレのグローバル展開

 障害者スポーツの推進・理解促進
 パラリンピアン等との交流、パラスポー

ツの紹介、体験等
 障害者スポーツ大会等の開催支援

 インクルーシブ教育・障害者就労支援体制
の充実による、誰もが自立的に活躍できる
街づくり

６



「認めあい、支えあい、おもてなしの心で暮らすまち 高松」の実現を目指して

台湾のパラリンピック陸上競技選手との交流を通し、四国八十八箇所霊場のお遍路さんへのお接待に代表される
「おもてなしの心」を取り入れた高松らしいユニバーサルデザインを推進。

高松市の共生社会ホストタウン 活動計画

○これまでの取組

○庁内推進体制
ユニバーサルデザイン推進室を設置するとともに全所

属に推進員を配置し、すべての施策にユニバーサルデ
ザインの考え方を反映

○陸上競技場を障がい者スポーツの聖地に
ユニバーサルデザインに対応した屋島競技場（屋島レ

クザムフィールド）において、バリアフリー化を進めるとと
もに、障がい者スポーツ大会の誘致を行う

※屋島競技場は、駐車場から室内競技場等、フィールド
まで段差なく移動できる等、障がい者スポーツ
関係者の評価が高い

○これまでの取組

○市民ボランティア育成研修等の実施
日本パラ陸上競技選手権大会及び東京パラリンピック

大会の事前合宿・事後交流に向け、研修等を実施し、市
民ボランティアを育成

○情報発信
観光施設のバリアフリー情報等を発信するほか、公共

施設等のバリアフリー情報等を掲載したユニバーサルデ
ザインマップの作成に向け取り組む

○啓発事業の実施等
ユニバーサルデザイン展
ユニバーサルデザインアイデアコンテスト
申請書等のユニバーサルデザイン化を推進

ユニバーサルデザインの街づくり 心のバリアフリー

７



世田谷区の共生社会ホストタウン 活動計画

ユニバーサルデザインのまちづくり 心のバリアフリー

○ パラスポーツの体験や障害者がスポーツに親しむ環境を整えることにより、東京２０２０パラリンピッ
クの気運醸成を図るとともに、アメリカ合衆国のパラリンピアンとの交流による障害理解の促進、アメ
リカの先進的なバリアフリー社会づくり（ＡＤＡ法）の取組みをパラアスリートから伺うことなどを通じ、
区民が 「共生社会」について考え、創造する機会とする。

障害理解の促進、障害者の生活環境整備
●商店街等における段差解消スロープの設置、点字付きメ

ニューの作成、筆談ボードの配置など
●「（仮称）障害者にやさしい店舗マップ」の作成
●パラリンピアン、障害当事者の参加による「バリアフ

リーまち歩き点検」の実施
●アメリカのパラリンピアンと区民（障害者等）との交流、

「アメリカと日本の障害者の生活の違いを知る！」イベ
ントの実施 など

児童・生徒を対象とした障害理解教育の実施
●全区立小中学校・幼稚園での人権教育の推進
●ボッチャやブラインドサッカー等の障害者スポーツの体

験と障害者アスリートとの交流
●パラリンピアンとの交流 など

区立総合運動場陸上競技場のバリアフリー化
●陸上競技場観覧席のバリアフリー化

障害者のスポーツ環境の向上
●陸上競技場の障害者利用環境の改善（車いすシャワー室の設置）
●（仮称）共生スポーツ大会（まつり）の実施
●障害者スポーツ事業ボランティアの育成
●障害者スポーツ・レクリエーション用具の貸出し など

「馬事公苑界わい まちの魅力向上構想」の実現
東京２０２０オリンピック・パラリンピックの馬術競技の会場とな

る馬事公苑周辺の魅力向上を推進する。

●安全な歩行空間の確保（補装や視覚障害者用ブロックの補
修・改善など）

●公共交通施設のユニバーサル化の促進 など全20項目

障害者スポーツの推進等
店舗への取り外し可能な

簡易スロープの設置 障害者スポーツの体験

障害者と共に
ユニバーサル
デザインの視
点でまち歩き

大会後も継続して交流 ８
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