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第１章 地域の国際化

第１節 国際性豊かな人材の育成

１ 国際理解

地域の国際化を進めていくためには、地域住民の国際社会に対する理解と国際的な感覚を養うとともに、国際化の担い手となる

人材を育てていくことが大切です。こうした観点から、道、市町村、関係機関では様々な取組を行っています。

(1) 道

・姉妹・友好提携地域との交流事業や国際会議の開催などを通じた本道の国際化に対する道民の意識醸成

・地域国際化協会（(公社)北海道国際交流・協力総合センター）が実施する道民の国際理解促進に資する事業への支援

道内の地域リーダーや高校生の海外派遣事業、道民への国際情報の発信、国際理解や多文化共生をテーマとした講演会

やシンポジウムの開催など

・在札幌総領事館や友好交流団体、JICA((独)国際協力機構)などと連携した重層的な国際交流の推進

・国際交流員や「外国人サポーター」などを架け橋とした外国人と地域住民との交流

道の国際交流員や道内の外国人留学生（「北海道外国人サポーター制度」登録者）を市町村や学校、団体等が実施する

地域イベントや国際交流事業へ派遣

(2) 市町村

・姉妹友好提携を中心とした国際交流、ふるさと創生事業を活用した青少年や女性の海外派遣事業などの実施

(3) 国際交流団体、経済団体

・セミナー、講演会、外国人との交流会などの開催

(4) 教育関係機関

・海外の学校との姉妹校交流、教員の海外派遣研修、JETプログラムによる外国語指導助手（ALT）の招致

・道立高等学校における韓国への修学旅行(平成８(1996)年度～)、国際文化科設置(札幌国際情報高等学校（平成７(1995)年

度）)、国際教養科設置(千歳高等学校（平成11(1999)年度))、道立中等教育学校における米国への修学旅行(平成21(2009)年度)

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

主な事業内容は、地方自治体において国際交流事業に従事する国際交流員（ＣＩＲ）、中学校や高等学校で語学指導に従事す

る外国語指導助手（ＡＬＴ）を招致し、地域住民との交流を進めています。

年度
平成１３ 平成１４ 平成１５ 平成１６ 平成１７ 平成１８ 平成１９ 平成２０ 平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４

区分

北 CIR 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

海 ALT 42 42 49 56 61 61 62 62 62 62 62 62

道 小計 44 44 51 58 64 64 65 65 65 65 65 65

市 CIR 13 13 12 11 11 11 10 9 9 11 14 18

町 ALT 162 169 177 173 166 164 163 166 175 182 186 190

村 小計 175 182 189 184 177 175 173 175 184 193 200 208

合 CIR 15 15 14 13 14 14 13 12 12 14 17 21

ALT 204 211 226 229 227 225 225 228 237 244 248 252

計 小計 219 226 240 242 241 239 238 240 249 258 265 273
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２ 外国語教育

国際交流を進める上では、外国語によるコミュニケーション能力を備えた人材の育成が重要です。

このため、学校教育においては、語学指導などを行う外国青年の招致や語学教育設備(CALL)の整備などを進めています。

特に、語学指導等を行う外国青年の招致は、昭和62(1987)年に事業が始まって以来年々招致人数が増加し、平成24(2012)

年度では過去最高の273人となっています。語学指導等を行う外国青年は、小・中学校や高等学校で英語を教えたり、地域の住

民と様々な形で交流を深めたりするなど、道内における英語教育の充実や地域での国際交流の進展に大きく貢献していま

す。

また、道立高等学校では外国語関連学科を設置するなどの取組も行われ、大学や専門学校においても外国語教育が徐々に拡充

されているほか、市町村や民間では外国語講座を開設するところも増えてきています。

さらに、函館市にある専修学校ロシア極東大函館校が、文部科学省から「外国大学の日本校」として指定（平成18(2006)年６月23

日）され、国内他大学との編入学・転学、単位互換が可能となっています。

外国語関連学科等を設置している道立高等学校

設置内容 設 置 校

外国語に関する学科 札幌国際情報高校、千歳高校

((((中国語中国語中国語中国語）））） 有朋高校、札幌丘珠高校、札幌国際情報高校、千歳高校、恵庭南高校、

石狩翔陽高校、共和高校、余市紅志高校、旭川南高校、清水高校、

小樽商業高校、市立函館高校

英語以外の語学授業 ((((韓国語韓国語韓国語韓国語)))) 札幌丘珠高校、札幌国際情報高校、千歳高校、旭川南高校、

池田高校、釧路明輝高校、小樽商業高校、市立函館高校

((((ロシアロシアロシアロシア語語語語)))) 有朋高校、札幌丘珠高校、札幌国際情報高校、千歳高校、石狩翔陽高校、

余市紅志高校、旭川南高校、根室高校、根室西高校

((((フランスフランスフランスフランス語語語語)))) 札幌国際情報高校、釧路明輝高校

((((ドイツドイツドイツドイツ語語語語)))) 釧路明輝高校

第２節 外国人にも住みよい環境整備

１ 在住外国人の状況

(1) 在住外国人数

北海道における在住外国人数は、昭和60(1985)年代初めまでは9,000人前後で推移し、その後、増加傾向を示し、平成1

9(2007)年末に20,639人と初めて２万人を超えた後も増加を続け、平成22(2010)年末の22,239人をピークに、平成23（201

1）年末は22,029人とやや減少に転じています。このうち札幌市には、約43％の9,546人が居住しています。

平成22(2010)年末における道内の外国人登録者数を国籍別でみると、中国が9,560人と最も多く、ついで韓国・朝鮮

(5,226人)、フィリピン(1,259人)、アメリカ(985人)、ロシア(559人)、オーストラリア(556人)と続き、アジア諸国が全体の約81％

を占めています。

在留資格別にみると、在日韓国・朝鮮人を中心とした「永住者」・「特別永住者」が7,753人と多く、このほか主なものとして

は、技能実習制度の活動を行う「技能実習」が4,068人、「留学」が3,187人、「家族滞在」・「日本人の配偶者等」が2,916人

となっており、これらの滞在資格者を合わせると17,924人となり、全体（22,029人）の81%を占めています。
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北海道の在住外国人数の推移（毎年12月末現在）

（法務省「在留外国人統計」）

(2) 外国人留学生数（※）

道内の外国人留学生の総数は、平成24(2012)年５月１日現在2,737人となっております。留学生の89％はアジア出身であ

り、中国（1,712人、62.6％）、韓国（307人、11.2％）、台湾・マレーシア（それぞれ75人、2.7％）、インドネシア（60人、2.2

％）からの留学生が多く、これら５つの国・地域で全体の81.4％を占めています。

北海道内の留学生の推移（毎年５月１日現在）

（平成15(2003)年以前：文部科学省調査）

（平成16(2004)年以降：独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査結果」）

※ 外国人留学生とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定める「留学」の在留資格により、我が国の大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修

学校（専門課程）において教育を受ける学生をいいます。

２ 在住外国人への支援

在住外国人も地域社会の一員であり、地域社会で安心して生活していくために必要な社会制度や生活習慣、生活情報などを適

切に知らせることが必要です。また、外国人留学生は、我が国と諸外国相互の教育・研究水準を高めるとともに、道民の国際感覚を

養うことに貢献し、帰国後は留学生の母国と日本との相互理解・発展のための架け橋となる人々です。

このため、道や市町村などでは、在住外国人に配慮した生活環境の充実や暮らしに役立つ生活情報の提供などに努めるととも

に、より多くの留学生が実り多い留学生活を送れるよう環境の整備に努めています。
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(1) 道の取組

事 業 名 事 業 内 容

○ 道立社会・文化施設の無料開放制度 開拓記念館や美術館など11の道立施設を外国人留学生に対して無料開放

（平成元(1989)年度～）

○ 道ホームページの外国語コンテンツの充実 ・北海道の魅力や災害情報、日本での暮らしに役立つ生活情報などを多言

（平成24(2012)年度～） 語（英語、中国語、韓国語、ロシア語）で情報発信

○ 地域国際化協会（HIECC）が実施する外国人留学生支援や多文化共生事業に対する支援

・外国人留学生国際交流支援事業 外国人私費留学生(大学院生・研究生)への助成

（平成６(1994)年度～） 月々20,000円×63人（平成24（2012）年度実績）

・留学生支援物品等登録事業 道、市町村、企業、民間団体の協力を得て、生活や勉学に役立つ物品を留

（平成元(1989)年度～） 学生に無償で提供

・在住外国人サポートデスクの設置 外国人の生活相談、生活情報の提供など

（平成９(1997)年度～）

・多言語対応救急救命表示板の作成、シミュレ 救急時に救急隊員が外国人と迅速に意思疎通を行うため、コミュニケーション

ーション研修の実施（平成20(2008)年度～） ツールとして「デザイン表示板」を作成し、道内の消防署に配付。 また、道消

防学校で研修中の救急救命士等に対し、在住外国人の協力を得て表示板使

用のシミュレーション研修を実施。

・北海道多文化共生地域づくり推進協議会の 有識者や国際交流団体、在住外国人などで構成し、多文化共生社会の実現

設置（平成24(2012)年度～） に向けて課題の検討や取組を行う。

*HIECC～（公社）北海道国際交流・協力総合センター

(2) 市町村の取組

道の調査によると、道内市町村においては、外国語によるホームページ作成や電話相談、生活ガイドブック作成など、在住外国

人を支援する取組が徐々に広がってきています。

道内市町村の外国人支援に関する取組の概要

支 援 内 容 市町村数 支 援 内 容 市町村数

外国語版ホームページ開設 ４７ 生活に関連するガイドブック作成 １６

外国語版広報誌作成 ４ 日本語学習支援 １１

電話相談窓口の設置 ７ 文化施設の無料開放 ８

外国語版パンフレットの作成 ４４ 通訳ボランティア １４

（平成24(2012)年12月 道国際課調べ）

(3) 外国人児童・生徒等教育施設

外国人にとって最大の関心事の一つは子供の教育です。

道内の小中学校では、日本人とともに外国人の児童・生徒も学んでいますが、以下の３校では、主に外国人児童・生徒を対象と

した教育を実施しています。

・北海道インターナショナルスクール

（定員：幼稚課程40人、初等課程80人、中等課程40人、高等課程40人、計200人、札幌市豊平区）

・北海道インターナショナルスクール・ニセコ校

（定員：幼稚課程30人、初等課程50人、計80人、虻田郡ニセコ町）

・北海道朝鮮初中高級学校

（定員：初級部180人、中級部120人、高級部120人、計420人、札幌市清田区）

このうち、北海道インターナショナルスクールには、平成24(2012)年５月現在で、在住外国人の児童・生徒や日本人の帰国子

女185人が学んでいます。同校は平成７(1995)年度に行った移転新築の際、生徒寮も建設し、サービスの提供範囲が全

道に広がりました。外資系企業の本道への立地にもプラスになるものと期待されます。また、平成23(2011)年1１月、ニセコ町に北

海道インターナショナルスクール・ニセコ校が設置され、幼稚課程と初等課程で札幌校と同様の教育が行われています。
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(4) 在住外国人との交流

北海道を訪れた外国人が実り多い生活を送り、また、帰国後は、道内の地域住民の方々との友好関係を継続し、更に親善を深

め、北海道の良き理解者になることが期待されます。

このため、道並びに道内市町村や地域の国際交流団体においても、在住外国人との様々な交流を行っています。

平成元(1989)年、北海道留学生交流推進協議会が設置され、留学生への協力支援体制の確保、交流活動の推進、留学生の

実態に関する諸調査を実施しています。(道内大学、短大、高等専門学校、国の機関、地方自治体、経済団体、留学生、国際交

流団体により構成。事務局：北海道大学国際本部国際支援課内)

第３節 国際化推進体制の整備

１ 「北海道国際化推進指針｣

道では、平成23(2011)年３月末に、最近の諸情勢を踏まえて新たな指針を策定し、今後の本道の国際施策の基本方向を定めるこ

ととしました。この指針では、｢国際化のための基盤づくり｣、｢国際展開による北海道経済の振興｣、｢人材の育成と魅力ある地域づく

り｣の３つの基本方針に沿った各種施策を実施することとしています。

「北海道国際化推進指針」の概要

【基本方針】 【展開方向】
(1) 国際化に向けた連携の強化
① 海外の自治体等との交流
② 国際交流団体等との連携・支援
③ 外国人留学生への支援

１ 国際化のための基盤づくり (2) 国際交流の多様化
① 国際会議の開催
② 交流の拡大と多様化
③ 国際的な機関や組織・機構の誘致

(3) 地域の課題解決に資する交流の推進
① 国際交通ネットワークの形成
② 情報収集・発信の強化
③ 産学官民の協働

(1) 経済交流の推進
① 優位性を有する産業分野の戦略的な展開
② 経済成長が期待される地域への重点展開
③ 経済交流拡大に向けた支援

２ 国際展開による北海道経済の振興 (2) 国際観光の振興
① 海外からの観光客の誘致
② 快適な観光のための環境づくり

(3) 国際競争力の強化
① ものづくり産業の振興
② 「食」の優位性を活かして

(1) 人材の育成
３ 人材の育成と魅力ある地域づくり (2) 外国人にも暮らしやすい地域づくり

(3) 北海道の魅力の向上

２ 庁内の推進体制

道では、国際化関連施策を効果的に実施するため、次のような庁内の推進体制を構築しています。

(1) 国際化全般

・ 「国際化推進会議」

関係部局が相互に連携を図りながら国際化施策を総合的に推進する。(平成元(1989)年９月設置)

同会議内に「経済交流推進部会」、「企画部会」、「外国人との共生環境づくり部会」及び「国際会議等誘致推進部会」を設置。

(2) 経済交流

・ 「国際化推進会議経済交流推進部会」：関係部局が相互に連携を図りながら、経済交流を推進する。(平成17(2005)年２月設置)

・ 「北海道･ロシア連邦極東地域経済交流推進委員会」：ロシア連邦極東地域との経済交流を推進する。(平成４(1992)年８月設置)
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３ 庁外との連携

庁内の推進体制に加え、学識経験者や民間有識者などとの連携を図り、道の国際化施策に反映しています。

(1) 「国際化推進委員会」

学識経験者や民間有識者等からの意見を道の国際化施策に反映するため、平成元(1989)年9月に設置。（事務局：北海道総

合政策部知事室国際課）

(2) 「北海道国際ビジネスセンター」（北海道経済国際化推進会議を平成20(2008)年９月に改組）

道内中小企業の貿易や海外投資への取組の支援を目的に、海外ビジネスパートナーの斡旋・紹介、東アジア地域に関する情報

収集・調査研究、貿易コンサルティング、国際経済交流セミナー、貿易研修会の開催などの事業を実施。道内民間企業、経済団

体、行政機関等で構成。事務局：(社)北海道貿易物産振興会

(3) 「北海道輸出促進連絡協議会」

農水産物や加工食品を中心とした道産品の輸出を一層促進するため、関係者間の連携や情報の共有といった取組を推進する

ことを目的として、平成18(2006)年２月に設置。道内経済団体、金融機関、行政機関等で構成。（事務局：北海道経済部経営支援

局国際経済室）

(4) 「北海道・中国交流推進連携会議」

北海道と中国の間において、人的交流をはじめ、経済や文化、観光など様々な分野での交流を推進するため、民間企業・団体と

行政機関の連携、協力を強化することを目的として、平成19(2007)年に設置。北海道と中国の交流推進に係る情報提供・交換など

を実施。
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第２章 国際交流

第１節 北海道の国際交流

１ 北方圏構想の推進

｢北方圏構想｣とは、積雪寒冷など北海道と気候や風土の類似している北方圏の諸地域(カナダ、北欧諸国、ロシア極東・シベリア

地域）に住む人々が、国境や言語の壁を越えて、生活や文化、学術、スポーツ、産業経済など各般の交流を通じて、生活の知恵や

技術を交換し、相互の地域の発展を図ろうとするものです。

北海道では、この構想を推進し、北国の風土を生かした豊かな道民生活を確立していくため、北方圏諸地域との交流を積極的に

推進しています。

(1) 交流体制の整備

昭和46(1971)年：北方圏に関する調査・研究を目的とした任意団体｢北方圏調査会｣発足(昭和47(1972)年、社団法人認可)

昭和51(1976)年：｢北方圏情報センター｣を併設、北方圏構想の普及と交流拡大を推進

昭和53(1978)年：北方圏調査会を発展的に改組、｢(社)北方圏センター｣発足

平成23(2011)年：(社)北方圏センターから「公益社団法人北海道国際交流・協力総合センター(HIECC)」へ改称

(2) 北方圏フォーラムの概要

① 沿革

・ 昭和49(1974)年：第１回北方圏環境会議(北海道札幌市)

テーマ:｢暮らしに生かす北国の風土｣ ６カ国20地域の代表が参加

・ 昭和54(1979)年：第２回北方圏環境会議(カナダ・アルバータ州エドモントン市)

テーマ:｢北方圏における生活の質的向上｣

・ 平成２(1990)年：第３回北方圏会議(米国アラスカ州アンカレッジ市)

・ 平成３(1991)年：これらの会議などを通じた北方圏地域間の協力の機運の高まりを踏まえ、国際機関｢北方圏フォーラム｣

が設立（アンカレッジ市で設立総会を開催。９カ国13地域が参加）

② 目的及び活動

北方圏地域に共通する課題及び北方圏地域に影響を与える世界的規模の問題の解決を図るため、メンバー地域のリー

ダー(知事級)による意見交換、重要課題の解決を図るための優先プロジェクトの取組、国際機関への提言などを行います。

加盟地域(平成24(2012)年4月現在 5カ国12地域)

区 分 国 名 地 域 名 区 分 国 名 地 域 名

北 米 カナダ ユーコン準州、ヌナブト準州、ケベック サハ共和国、ハンティマンシスク自治

州 ロシア ロシア連邦 区、チュコト自治区、ヴォログダ州、ムル

北 欧 アイスランド アクレイリ市 マンスク州、カムチャッカ州

アジア 日本 北海道 【議長】ｴｺﾞｰﾙ･ｱﾌｧﾅｼｪｳﾞｨｯﾁ･ﾎﾞﾘｿﾌ（ロシア・サハ共和国）

韓国 江原道 【事務局本部】米国アラスカ州アンカレッジ市

③ 総会の開催

総会は、フォーラムの最高意思決定会議で、２年に１度開催しています。知事サミット、基本政策、役員改選など重要案件

の審議・決定を行います。総会の過去の開催時期と開催地は下表のとおりです。

なお、総会の他に、地域コーディネーター会議、執行委員会などの関連会議も随時開催されています。
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第１回 平成５(1993)年 ノルウェー･トロムソ市 第２回 平成７(1995)年 北海道札幌市、赤井川村

第３回 平成９(1997)年 ロシア･ヤクーツク市 第４回 平成11(1999)年 フィンランド･ロバニエミ市

第５回 平成13(2001)年 カナダ･エドモントン市 第６回 平成15(2003)年 ロシア･サンクトペテルブルグ市

第７回 平成17(2005)年 中国黒竜江省ハルビン市 第８回 平成19(2007)年 ロシア・ハンティマンシスク市

第９回 平成21(2009)年 カナダ・ホワイトホース市 第10回 平成23(2011)年 韓国・江原道

④ 最近の取組

｢ユース・エコ・フォーラム｣

北方圏地域の将来を担う青少年の環境教育を推進するもの。過去の開催時期と開催地は下表のとおりです。

平成13(2001)年 カナダ・エドモントン市 平成16(2004)年 北海道当別町

平成17(2005)年 アイスランド・アクレイリ市 平成18(2006)年 ロシア・ハンティマンシスク自治区

平成19(2007)年 米国・アラスカ州 平成20(2008)年 韓国・江原道

平成22(2010)年 ロシア・ハンティマンシスク自治区 平成24(2012)年 カナダ・ユーコン準州

※ このほか、平成14(2002)年、青少年のための「エコ・ハンド・ブック」を作成しました。

「ヒグマ・ワーキング・グループ」

ヒグマの保護及び人とヒグマのトラブルを最小限にするため、野生生物研究者、公園管理者、科学者の間で情報交換及

び協力を促進するもの。過去の開催時期と開催地は下表のとおりです。

平成10(1998)年 米国アンカレッジ市 平成11(1999)年 フィンランド・ラップランド地方

平成12(2000)年 ロシア・カムチャッカ州 平成13(2001)年 米国・アンカレッジ市

平成17(2005)年 北海道札幌市 他 平成18(2006)年 北海道札幌市 他

平成19(2007)年 米国・アラスカ州 平成21(2009)年 ロシア・サハ共和国

平成22(2010)年 ロシア・プリモーリエ地区 平成23(2011)年 スウェーデン・ダラーナ地方

平成24(2012)年 ロシア・ハンティマンシスク自治区

※ このほか、平成20(2008)年にヒグマとの共生に関する広報用ＣＤを作成しました。

２ カナダ・アルバータ州との交流

(1) 交流のはじまり

北方圏構想を推進するため、昭和47(1972)年、北海道知事を団長する北海道カナダ・アラスカ経済文化視察団が派遣され、視

察団はアメリカ・アラスカ州、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州、カナダ・アルバータ州等を訪問しましたが、特にアルバータ州で

熱い歓迎を受け、両地域は今後の相互交流について合意しました。

(2) 姉妹提携への調印

昭和47(1972)年の合意を受け、両地域間ではスポーツ交流、農業技術者交流、青年･女性の派遣等の交流が進められました。

また、北海道知事の提唱により始められた北方圏環境会議をきっかけに、両地域は強い絆で結ばれることになりました。

こうした動きの中、昭和54(1979)年９月の第２回北方圏環境会議の際、姉妹提携に向けた機運が盛り上がり、翌昭和55(1980)年

に姉妹提携実現の運びとなりました。

調印式は、北海道とアルバータ州のそれぞれで実施し、アルバータ州では昭和55(1980)年９月５日、州開基75周年を迎えたエ

ドモントン市において、北海道では同年10月17日に北海道開拓記念館(札幌市)においてそれぞれ調印式を行い、姉妹提携が両

地域の友好と繁栄の基盤となり、さらには北方圏諸地域の発展に寄与することを確認しました。

(3) 調印後の交流

姉妹提携調印後、両地域間では、学術、文化、スポーツ等、幅広い分野で活発な交流が行われています。

これまで姉妹提携の節目となる５年ごとの周年(昭和60(1985）、平成２(1990）、平成７(1995)、平成12(2000)年）には、両地域の代

表団の相互訪問や記念式典、北海道の物産・文化を紹介する大規模な総合展など、多彩な行事を実施し、友好親善を深めてき

ました。

平成17(2005)年に25周年を迎えたことに伴い、７月ロブ・レナー地方自治大臣を団長とする訪問団が来道。知事との会談、記念
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式典、アルバータ展の開催やボランティア交流に関する覚書の締結などが行われました。一方、北海道副知事、北海道議会議長

をはじめとする訪問団がアルバータ州を訪れ、ラルフ・クライン首相(当時)との会談後、｢友好交流促進宣言｣及び「北海道開拓記

念館とロイヤルアルバータ博物館の友好館に関する覚書」を取り交わし、両地域間の交流のさらなる発展への期待を確認しあった

ほか、エドモントン市内での北海道紹介展及び児童・絵画展、カルガリー市内での北海道紹介展の開催など、各種記念行事を行

いました。

平成20(2008)年10月には、北海道議会議長夫妻がアルバータ州議会主催の日加修好80周年記念セレモニーに出席し、北海

道議会と州議会が連携し、今後の両地域の発展に繋がる交流を応援することを誓い合いました。

平成22(2010)年は、姉妹提携30周年を迎え、7月に北海道副知事、北海道議会議長をはじめとする訪問団がアルバータ州を訪

問し、カルガリー市マクデューガルセンターで、エド・ステルマッハアルバータ州首相と北海道副知事がこれまでの友好関係の継

続と相互関係堅持の「友好交流促進宣言」に署名しました。11月には、北海道が姉妹友好関係にある地域を招いて開催した「姉

妹友好提携地域代表者会議」に出席するためアイリス・エバンス対外省大臣が来道。会議では、持続可能な発展をテーマに、共

通課題の解決に向けた相互連携の強化に向け話し合いが行われ、共同声明を採択しました。

このほか、提携自治体や大学などの教育機関などで、幅広い分野で市民レベルの交流が行われています。

(4) 今後の交流

両地域の代表により締結された｢友好交流促進宣言｣を踏まえ、両地域の関係をさらに発展させていくため、一人ひとりが国際感

覚を磨く場としての市民・民間レベルでの交流や、姉妹提携を踏まえて行われる姉妹都市交流、青少年の国際理解を深める教

育、文化、経済など幅広い分野での交流が一層深まることが期待されます。

(5) アルバータ州の概要

位 置 北緯４９度～６０度 西経１１０度～１２０度 面 積 ６６１，１８５K㎡

人 口 3，700 千人（平成2４(2012)年9月現在） 首 相 アリソン・レッドフォード

地 勢 州の西境には、海抜3,600ｍ以上に及ぶロッキー山脈があり、その山麓から東方辺へ平原が広がる。

南部は樹林の少ない大平原。中部は渓谷、湖、森、北部は森林が多い平原

州 都 エドモントン市（Edmonton）

（面積）9,533ｋ㎡ （人口）817 千人 （平成24(2012)年現在）

（概要）1905年、州の発足と同時に州都に選定された。農業地帯と資源の埋蔵地の間に位置し、

カナダの「北の玄関口」として知られる。カナダ最大の屋内ショッピングモールを有する。

気 候 湿度が低く、地域や季節によってかなりの格差がある。

夏期には30℃、冬期はマイナス30℃に達することもまれではないが、湿度が低いため、体感温度は

和らげられる。

（エドモントン市の気候）平均気温：１月 －11.7℃ ７月 17.5℃ 年間降水量：477mm

産 業 基本的に、豊富な天然資源（石油・天然ガス）に依存する資源供給型の経済構造となっている。

（農業）農家戸数約４３，２３４戸、農地面積約２，０４４万ヘクタール（州面積の約1/3）、１戸当たりの農地

面積は約4７２ヘクタールで、北海道の約２１倍。基幹作物は小麦、大麦、カノーラ。

（鉱業）カナダ全体の鉱物資源の約半分を生産。

（林業）総土地面積の約６割が森林。主力製材はエゾマツ、ポプラ。

（観光）５つの国立公園を中心に多くの観光客が訪れる。

３ 中国・黒竜江省との交流

(1) 交流のはじまり

昭和47(1972)年の日中国交正常化、昭和53(1978)年の日中平和友好条約調印以降、中国との交流の機運が盛り上がり、北海

道では昭和55(1980)年に国内で２番目の中国総領事館が札幌に開設されました。また、同年｢北海道黒竜江省科学技術交流協
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会｣が発足し、民間レベルでの農業交流が開始され、黒竜江省との本格的な民間交流が始まりました。

特に、道内で確立された寒冷地稲作技術を通じた交流は、同省の農業生産増大に大きな効果をもたらしました。

(2) 友好提携への調印

昭和58(1983)年に来道した黒竜江省外事弁公室主任から、北海道との友好提携が提案され、中国首脳として初めて来道され

た胡耀邦総書記(当時)から黒竜江省との交流促進の希望が表明されました。これを受け昭和59(1984)年、北海道知事と北海道議

会議長らが黒竜江省を訪問し、民間レベルの交流の促進に加えて、研究者･技術者の交流など公的交流を推進することで合意し

ました。

昭和61(1986)年、道議会において全会一致で両地域の友好促進が決議され、同年６月13日、北海道に省長を迎えて友好提携

に調印しました。同年９月には、北海道知事、北海道議会議長及び道民270名が黒竜江省を訪問し、提携記念行事に参加しまし

た。

(3) 調印後の交流

友好提携調印後、青年･女性交流、林業専門家交流、スポーツ交流、土木技術者、実地建築関連研究者や脳性マヒ療育技術

者の交流、医学･医療や歴史研究分野での交流、国際交流や語学指導教員の招聘、環境分野での交流等が始まり、交流の裾野

が着実に広がりました。

以降、友好提携５周年(平成３(1991))、10周年(平成８(1996))、15周年(平成13(2001))、20周年(平成18(2006))に際し、代表団が

相互訪問して両地域の交流の輪を広げました。

友好提携25周年（平成23(2011)年）においても、北海道と黒竜江省の代表団が相互に訪問し、両地域で記念事業を実施しまし

た。９月には道内在住中国関係者の協力のもと、札幌市内のショッピングセンターで「黒竜江省紹介展＆中国まるごと体験フェア」

を開催。10月にはハルビン市内で「北海道・食と観光の魅力プレゼンテーション」を実施したほか、自然災害時の情報伝達や橋渡

しとなる人材の育成など、相互利益の拡大を目ざす覚書に調印しました。

また、日中国交正常化４０周年を迎えた平成２４(2012)年には、一層の市民交流の拡大を目指すため、６月に記念フォーラムを

開催し、黒竜江省からはハルビン師範大学の王琪教授をパネリストとして招へいしたほか、８月開催の北海道マラソンでは、黒竜

江省の強化選手２名を招へいしました。８月に北京で開催された「日中友好交流都市中学生卓球交歓大会」では、北海道から選

出された中学生選手２名が黒竜江省選出の中学生とチームを組み、友好交流の輪を広げました。

(4) 今後の交流

平成23(2011)年に取り交わした覚書に基づき、これまで培ってきた強固な友好関係を基礎として、若い世代の交流や経済、環

境、科学技術分野などにおける実質的な交流を促進することで、相互に実のある交流の拡大を図ります。

(5) 黒竜江省の概要

位 置 北緯４３度～５３度 東経１２１度～１３５度 面 積 ４７３，０００ｋ㎡

人 口 ３８，340千人（平成23(2011)年現在） 省 長 王 憲魁（おう けんかい）

地 勢 省の北部から中央部まで標高1,000m程度の小興安嶺山脈が連なり、東南部には吉林省に続く長白山山

脈が走っている。総面積の53％が山地。南西部には松嫩平原、東北部には三江平原が広がり、 主要な農業

地帯となっている。

省 都 ハルビン市（哈尓濱市）

（面積） 53,100ｋ㎡ （人口） 9,933千人（平成23(2011)年現在）

（概要）19世紀末にロシアの鉄道建設が契機となって開発が進み、中国東北地方の交通の要衝として、

また、国内有数の重工業都市として発展した。近年、ロシアとの国境貿易の拠点として期待されている。

気 候 寒温帯から温帯に位置し、冬は長く厳しい反面、夏が短い。降水量は西部は少ないが中部は多く、年間降

水量の80～90％が５～９月に集中している。

（ハルビン市の気候）平均気温：１月 －19.1℃ ７月 22.3℃ 年間降水量：569mm

産 業 （農 業）中国の食料生産基地の一つ。耕地面積は1,199万ヘクタールで北海道の約11倍。
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米、大豆、小麦、甜菜、とうもろこしなどが生産されているほか畜産も盛んに行われている。

（林 業）森林面積は2,007万ヘクタールで、中国最大の森林区。種類が多く、良質木材の供給基地

となっている。山菜や野生の果実等も豊富で、特産品として有名。

（水産業）黒竜江、ウスリー江でのサケ、マス、チョウザメなど、河川、湖水を利用した内水面漁業が盛ん。

（工 業）原油の生産をはじめ、製材、発電設備、鉄道貨車等の生産は全国一。

※ 三地域間交流

北海道とカナダ・アルバータ州、中国黒竜江省の三地域間では、それぞれに姉妹・友好関係があり（カナダ・アルバータ州と中

国・黒竜江省：昭和56(1981)年姉妹友好提携）、相互理解と友好を一層深めるため、三地域が共通する分野で交流を進めていくこ

ととしています。これまで、スポーツ、文化、環境等の情報交換などを行ってきています。

４ アメリカ・マサチューセッツ州との交流

(1) 交流のはじまり

本道の開拓初期には、アメリカをはじめとする諸外国から様々な技術を吸収するため、多くの専門家が北海道に招かれ、その中

にはケプロン米国農務長官や札幌農学校(現北海道大学)の初代教頭クラーク博士など、マサチューセッツ州出身者がおり、北海

道発展の基盤づくりに大きく貢献し、道民の心にその存在を深く刻み込みました。

また、北海道開基100年にあたる昭和43(1968)年に、130人の青年訪問団がマサチューセッツ州を訪問して以来、青年と女性の

同州への派遣が継続的に実施されるようになりました。

昭和60(1985)年３月、マサチューセッツ州知事夫人の北海道訪問の際、先方より姉妹提携の申し入れがあり、昭和62(1987)年３

月には、マサチューセッツ州側の民間交流促進団体として、｢マサチューセッツ・北海道姉妹提携委員会｣が発足しました。

昭和62(1987)年10月、先方からの招待状を受けて北海道知事がマサチューセッツ州を訪問し、州知事と姉妹提携に関する覚書

を交わし、昭和63(1988)年１月、北海道大学学長などの呼びかけにより、「北海道・マサチューセッツ州交流委員会」が設立されま

した。

(2) 姉妹提携の調印

昭和63(1988)年１月、｢友好の翼｣により約220人の道民がマサチューセッツ州を訪問したことなど、両地域の交流拡大を踏まえ、

平成２(1990)年２月７日、札幌市にて姉妹提携議定書への調印が行われました。

これを受け、北海道側では北海道・マサチューセッツ協会が、マサチューセッツ州側ではマサチューセッツ・北海道姉妹交流協

会が、民間の交流推進母体として設立されました。

(3) 調印後の交流

平成２(1990)年の日本語教師派遣事業、交流訪問団、先方交流使節団の来道や平成３(1991)年の産業経済交流団の派遣な

ど、多彩な交流を行いました。

姉妹提携５周年(平成7(1995)年)、10周年(平成12(2000)年)にも交流団の相互往来が行われ、10周年の際には、今後の交流の

促進を通して両地域の発展と相互利益に貢献していくことを目ざした姉妹交流促進宣言に調印しました。

提携15周年を迎えた平成17(2005)年10月には、民間交流団体や姉妹提携自治体などで構成される交流団が、マサチューセッ

ツ州を訪問し、これまでの交流を一層深めるとともに、今後の交流のあり方を確認しました。

平成22(2010)年は、姉妹提携20周年を迎え、7月に北海道副知事、北海道議会議長をはじめとする訪問団がマサチューセッツ

州を訪問し、マサチューセッツ州会議事堂にて、ティモシー・マレイマサチューセッツ州副知事と北海道副知事がこれまでの友好

関係の継続と相互関係堅持の「友好及び姉妹提携に関する共同声明」に署名しました。

このほか、滝川市とスプリングフィールド市のスポーツや教育を通じた交流や、七飯町とコンコード町とのブラスバンド交流や環

境交流など市民レベルでの交流が活発に行われています。

(4) 今後の交流

両地域の関わりは、北海道の開拓初期から始まり、これまで130年の長い歴史を有しています。姉妹提携を契機に様々な交流

が進められ、両地域の関係はより緊密さを増してきました。今後も、これまでの交流の成果を踏まえながら、経済、文化、教育、科

学技術など多様な分野における交流が、市町村、学校、各種民間団体といった多彩なレベルで進み、交流の裾野が広がり、より
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多くの人々が参加することにより、北海道全体の国際化につながっていくことが期待されます。

(5) マサチューセッツ州の概要

位 置 北緯４２度～４３度 西経７０度～７３度 面 積 ２０，３０６ｋ㎡

人 口 ６，６４６千人（平成24(2012)年現在） 知 事 デヴァル・パトリック

地 勢 東西209km、南北74kmの平行四辺形。広大な丘陵地が多く、州名もこれに由来する。

また、別名"Bay State"（「湾の州」）とも呼ばれる。

州 都 ボストン市（Boston）

（面積）125ｋ㎡ （人口）645千人（平成24（2012）年現在）

（概要）1620年、メイフラワー号がボストン東南のケープ・コッド湾に上陸し、1630年に植民地としてボストンを築

いた。“Cradle of Liberty”（「自由の発祥地」）として有名。

気 候 暖流の影響で、緯度が高い割には気候は温暖。しかし、冬期にはマイナス40℃に下がるところもあり、一般

的に降雪量も多い。

（ボストン市の気候）平均(最高/最低)気温：1月 2℃/－6℃ 7月 28℃/18℃ 年間降水量：1,090mm

産 業 （製造業）全米でも有数のハイテク企業の集積地であり、コンピュータ、コンピュータ部品、通信機器、航空・宇

宙分野での全米屈指の企業が生産している。また、大企業から独立した技術者が創設したベンチャー・ビジ

ネスも多い。特に最近、州政府はバイオを中心とするライフサイエンス産業に積極的な支援策を打ち出してい

る。

（建設業）ボストンでは“Big Dig”と称される大規模公共工事（市内高速道路の地下埋設、空港・市街間の海

底トンネル工事等）プロジェクトが2006年に完成。ボストン都市圏の国際競争力の向上が期待されている。

（農 業）クランベリーの生産量は、ウィスコンシン州に次いで全米２位、約30％(平成20(2008）年）。

５ ロシア・サハリン州との交流

(1) 交流のはじまり

北海道と隣接するロシア連邦・サハリン州とは、歴史的にも関わりが深く、古くから様々な交流が行われてきました。

昭和42(1967)年の旭川市とユジノサハリンスク市の姉妹友好提携をはじめとする市町村による交流や、民間友好団体による各

種交流事業は、両地域住民の相互理解と信頼関係の深化に役立ってきました。

道としては、昭和41(1966)年からサハリン墓参を実施するとともに、昭和47(1972)年からサハリン州を含む極東３地域との親善ス

ポーツ交流、平成２(1990)年から北海道開拓記念館とサハリン州郷土博物館の学術交流をはじめとする、行政、経済、医療などを

含む幅広い交流を行ってきました。

また、本道とサハリン州との間に定期航空路や定期航路が開設されるなど、両地域がさらに身近になり、平成６(1994)年には(社)

北海道貿易物産振興会ユジノサハリンスク事務所が設置され、交流の一層の推進に向けた環境整備が図られました。

(2) 「友好・経済協力に関する提携」の調印

平成７(1995)年９月、来道したサハリン州知事が北海道知事を訪問した際、両地域の市町村による姉妹友好提携が進んでおり、

北海道とサハリン州の姉妹提携の実現を強く望んでいるとの申し入れがありました。

平成９(1997)年９月、サハリン州を訪問した北海道知事が、サハリン州知事と会談を行い、｢友好・経済協力に関する提携｣に向

けた取組に着手することなどに合意した共同声明に調印しました。

その後、知事定期会談や平成10(1998)年６月の道議会による北海道とサハリン州との友好・経済協力促進決議など、提携の早

期締結の機運が高まり、平成10(1998)年11月22日にユジノサハリンスク市において｢友好・経済協力に関する提携｣の調印式が行

われました。

(3) 調印後の交流
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提携議定書に基づき、北海道とサハリン州相互に協議会が設けられることとなり、平成11(1999)年２月に道内関係機関、団体、

市町村からなる｢北海道・サハリン州友好・経済協力推進協議会｣が設立され、両地域の協議会による合同会議の開催により、友

好・経済協力に対する評価や今後の取り組むべき方向、提携議定書に基づく友好分野・経済協力分野の協力に関する協議など

が行われています。

平成11(1999)年に提携１周年を記念した、北海道における「サハリンウィーク」や平成12(2000)年のサハリン州内における「北海

道ウィーク」の諸行事、更に、平成12(2000)年の両知事定期会談の成果である「環境及び防災における協力に関する北海道、アラ

スカ州及びサハリン州の間の合意覚書」、「環境及び防災における協力に関する北海道とサハリン州との覚書」への署名など、広

範かつ実質的な交流が行われてきました。

平成13(2001)年１月には、（社）北海道貿易物産振興会ユジノサハリンスク事務所の機能を拡充し、北海道の総合的な窓口とし

て、北海道サハリン事務所を開設したほか、平成18(2006)年９月には、両地域における更なる交流推進のための拠点として、札幌

市に在札幌サハリン州代表部が設置されました。

平成20(2008)年度には、提携10周年を記念して、両知事が相互に訪問し双方で様々な記念事業が行われ、記念すべき年を両

地域で祝いました。また、10周年を契機に、新しい「友好・経済交流促進プラン」を採択し、新たに友好分野も含めるとともに、両地

域の企業間交流を活発にし、具体的なビジネス交流を進めることで合意しました。

平成22(2010)年には､友好交流の一環として､北海道を代表するイベントの一つである｢YOSAKOIソーラン祭｣に、ロシアでは初

めてサハリンチームの参加が実現し、翌年にも祭りの参加とともに、道内大学の学生などとの交流が図られました。

また、経済交流分野では、平成23(2011)年９月に、道産食品・観光・寒冷地技術製品などをＰＲする「北海道フェア」をユジノサ

ハリンスク市で開催しました。

(4) 今後の交流

サハリン州は北海道にとって距離的に最も近い外国の地域であり、今後も長期的な視点にたって相互に信頼関係を築き上げて

いくとともに、経済交流については新たに採択したプランに基づき、具体的なビジネスにつながるような企業間交流を一層推進し

ていくこととしています。

(5) サハリン州の概要

位 置 北緯４５度～５５度 東経１４１度～１４５度 面 積 ８７，１００K㎡

人 口 ５１１千人（平成22(2010)年1月現在） 知 事 ﾎﾛｼｬﾋﾞﾝ･ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ･ﾜｼﾞﾓｳﾞｨﾁ

地 勢 サハリン本島は南北に948kmと細長く、北部は低地。東西それぞれに山脈が走り、山間を数百の河川が流れ、南

部の流域は平野が発達し、農用地となっている。千島列島は火山帯が走るため、急峻な山が多く地震が多い。

州 都 ユジノサハリンスク市 （面積）138ｋ㎡ （人口）182千人 （平成22(2010)年1月現在）

（概要）日本名は豊原。南部の平野部の中央に位置し、1881年にロシアの流刑移民集落として開拓された。

日露戦争後、樺太庁の設置に伴い発展。現在は、産業・行政・文化・交通の中心となっている。

気 候 亜寒帯に属し、大陸からの季節風やオホーツク海の寒流の影響を受けて、冬は寒冷である。南西部はやや温暖

で、北海道の気候に近い。夏は湿度が高く、降雨量が多い。

（ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ市の気候）平均気温：１月 -６℃～-12℃ ８月 16℃～19℃ 年間降水量：600～1,200㎜

産 業 （農 業）気象条件及び土壌不良のため、農用地は少ない。畜産、野菜栽培が比較的盛ん。

（林 業）土地面積の半分以上はタイガに覆われ、エゾマツ・トドマツを主とした木材産業が盛ん。

（水産業）林業とともに州の基幹産業で、サケ・マス・タラ・タラバガニなど海洋資源は豊富。

缶詰等水産加工業も重要なウエイトを占めている。

（鉱 業）石油・ガス・石炭等のエネルギー資源は豊富。サハリン大陸棚からの原油、天然ガスの本格生産も始ま

り、極東地域の経済情勢好転への起爆剤となることが期待される。
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６ 韓国との交流

(1) 釜山広域市

① 交流のはじまり

平成17(2005)年の「日韓友情年」（日韓国交正常化40周年）を契機に、本道の４港（苫小牧港、石狩港、釧路港、函館港）と

定期コンテナ船航路で結ばれている釜山広域市との交流が始まりました。

② 交流趣意書の調印

平成17(2005)年12月13日から15日の日程で、北海道知事を団長として、道議会議員、国際交流団体、経済界、YOSAKOIソ

ーランチーム等の総勢70名の訪問団が釜山広域市を訪問し、平成17(2005)年12月14日、「交流趣意書」に調印しました。

また知事訪問に併せて、本道の観光・物産の紹介や、YOSAKOIソーランの演舞などを披露する「北海道紹介展」を開催し、

多くの釜山市民が来場しました。

③ 調印後の交流

交流趣意書調印１周年(平成18(2006)年12月)には、両地域について理解を深めるために、北海道で釜山広域市パネル展

を、釜山広域市で北海道パネル展を開催しました。

また、平成18(2006)年度から平成20(2008)年度まで毎年、韓国との交流に関心のある本道の青年を青少年交流大使として

釜山広域市と慶尚南道に派遣する日韓青年交流事業を実施しました。

平成19(2007)年度には、釜山広域市で開催された「国際フェスティバル」に北海道紹介展を出展。平成23(2011)年には北海

道副知事が釜山広域市を訪問し、副市長を表敬訪問したほか、市内の旅行エージェントを対象とした「北海道観光商談会」を

実施しました。

平成24(2012)年度には、８月に開催された北海道マラソンに、釜山広域市の市民ランナー２名を招へいし、北海道の市民ラ

ンナーと交流しました。

④ 釜山広域市の概要

位 置 北緯 34度52分～35度23分 東経 128度45分～129度18分 面 積 768.41ｋ㎡(韓国全体面積の約0.8％)

人 口 ３，５８６千人（平成23(2011)年現在） 市 長 許 南植(ホ ナムシク)

地 勢 朝鮮半島東南端に位置し、良港である釜山港を母体にして発達した韓国第一の港湾都市であり、韓国東南 の経

済圏の中心都市である。

市構成 15区1郡で構成。人口の最大は釜山海雲台区(428千人)。面積最大は機張郡(218ｋ㎡)。

気 候 気候は温帯モンスーン気候に属し、海洋性気候の影響で夏と冬の気温差が少ない。風が比較的強く吹き、夏も涼

しく快適である。

年平均気温(2010年)：14.7℃ 年間降水量(2010年)：1,519.1mm

産 業 地域総生産（ＧＲＤＰ）：60兆8,350億ウォン（約5兆1,886億円） 全国比5.2％ （2010年）

21世紀において成長可能性が高い10大戦略事業を選定し、環太平洋の物流・情報・金融・観光の中心的役割を

果たす「国際交流拠点海洋都市」としての発展を目指している。

（10大戦略産業）

成長有望産業：港湾物流、観光、金融、ソフトウェア、映像産業

構造高度化産業：自動車・部品、造船・機資材、履物、繊維・ファッション、水産・加工

（農 業）韓国内でも都市近郊施設園芸が発達した地域であり、花卉、野菜が主要生産作物。

（水産業）年間漁獲高は40万ｔ。養殖漁業に転化しており、水産物総合販売場の建設や遠洋漁獲物の処理加工団

地の建設など、水産物加工・流通施設近代化を図っている。

（港 湾）釜山港は1876年に韓国初の国際港として開港。国内のコンテナ取扱量の８割を占め、韓国第一の港湾。



- 15 -

（物 流）コンテナ物流量の処理では世界第5位の港湾(2008年、1,342万TEU)、年間全国コンテナ物流量の81％を

処理している。

(2) 慶尚南道

① 交流のはじまり

近年の韓国との関係の密接化を踏まえ、韓国における南の地域と日本における北の地域が、特徴を活かした交流を進める

ことにより、双方の活性化と発展につながるとの考えで平成18(2006)年から交流を開始しました。

平成18(2006)年６月には金海空港と新千歳空港に直行便が開設され、両地域の結びつきはますます強くなっています。

② 交流趣意書の調印

平成18(2006)年６月７日から９日の日程で慶尚南道から総勢23名の訪問団が北海道を訪れ、平成18(2006)年６月７日、「交

流趣意書」に調印しました。

③ 調印後の交流

平成18(2006)年度から平成20(2008)年度まで本道の青年を青少年交流大使として慶尚南道に派遣したほか、平成18(2006)

年度から４年間、農業研究者の派遣や受け入れを行いました。また、平成22(2010)年から平成23(2011)年にかけて、北海道観

光振興機構と慶尚南道観光協会との間で相互に観光視察ツアーが実施されるなど、民間交流も広がっています。

平成23(2011)年11月には、交流趣意書締結５周年を記念して、北海道副知事や日韓友好北海道議会議員連盟による代表

団が慶尚南道知事を訪問し、一層の関係強化について合意しました。

平成24(2012)年６月には、慶尚南道女性人権特別委員会訪問団10名が来道し、北海道の有識者との「北海道－慶尚南道

女性政策フォーラムを実施したほか、８月には、北海道マラソンに、慶尚南道の市民ランナー５名を招へいし、北海道の市民ラ

ンナーと交流しました。

④ 慶尚南道の概要

位 置 北緯 34度29分～35度54分 東経 127度35分～129度13分 面 積 10,532.7ｋ㎡(韓国全体面積の約10.5％)

人 口 3，374千人（平成23(2011)年現在） 知 事 洪 準杓 （ホン ジュンピョ）

地 勢 東方に太白山脈の余脈が伸び、中央部には洛東江が流れ、西方は比較的険しい小白山脈が湖南地方との境界に

なっている。標高100ｍ以下の低地帯が37％、100～500ｍ地帯が49％、500～1,000ｍ地帯が12％、1,000ｍ以上の高

地帯は2％。全体に広がっている河岸堆積平野と各河川支流の浸食谷の地域が主要生産地帯を形成。南海岸はリア

ス式で多島海であり、大小の半島、湾、岬などが多い。

道 都 昌原（チャンウォン）市 面積：７４３．４８ｋ㎡ 人口：1,103千人（平成23(2011)年現在）

気 候 南方は海に接し、北西方面は高い山脈が横たわり冬の冷たい西北風を防ぐため、韓国で最も温暖な地域。

年平均気温 : (内陸)12～13℃ (沿岸)14～15℃

年間降水量 : (内陸)1,200～1,500mm程度 (沿岸)1,400～1,800mm程度

産 業 地域総生産（ＧＲＤＰ）：82兆3,406億ウォン（約7兆208億円） 全国比7.0％ (2010年)

（農 業）耕地面積159,651ha。パプリカ、きゅうり、トマト、ナス、イチゴ、青唐辛子、スイカ、バラ、キムチ、豚肉を10大

輸出戦略品目とする。他にメロン、タマネギ、柿、リンゴ、ナシも生産。

（工 業）全輸出の94％を重化学製品が占め、鉄鋼製品、自動車、航空機及び部品、産業用電子製品の輸出が増加

している。船舶、航空機、自動車、鉄道車両等の運送装備、機械装備及び電子製品の組立て等で世界的レ

ベルの技術と生産力を有する。サムスンの航空、造船、重工業の工場、ＬＧの家電製品及びエレベーター工

場など、韓国大企業をはじめとする8500余りの製造業企業が事業展開。ソニー、ボルボ、ノキア、GMB等、

209の外国企業が進出。
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(3) ソウル特別市

① 交流のはじまり

ソウル特別市においては、日本との交流をさらに拡大するため、新たな交流先となる自治体について検討することとなり、複

数の候補地の中から、独特の気候、風土を有し、優れた自然環境が保全されている北海道が提携先として候補に挙がり、平成

22(2010)年、双方の副知事・副市長が相互に訪問するなど、友好交流協定の締結に向けて協議を進めました。

② 交流趣意書の調印

平成22(2010)年５月には、北海道副知事がソウル特別市を訪問し、友好関係確立を希望する知事親書を伝達したほか、あ

わせて訪問した白老町・アイヌ民族博物館の公演団が「ソウル・フレンドシップ・フェア」に出演し、友好を深めました。

同年６月には、ソウル特別市政務副市長が来道し、友好協定締結のための訪問を歓迎する旨の市長親書を北海道知事に

伝達したほか、９月には、民間レベルでも北海道観光振興機構会長をはじめとする訪問団がソウル特別市長を表敬訪問し、経

済界の関係強化に期待が寄せられました。

こうした交流の盛り上がりを受けて、平成22(2010)年10月14日から16日まで、北海道知事がソウル特別市を訪問し、「友好交

流協定書」を締結しました。

③ 調印後の交流

「友好交流協定書」の締結を受けて、経済界を中心とした「親善交流協会」が相互に設立されました。

また、平成23(2011)年11月には、友好協定締結１周年を記念して、ソウル特別市内において北海道の食や観光のプロモー

ションなどを実施しました。

平成23（2011）年３月には、北海道マラソンとソウル国際マラソンとの友好交流協定を締結し、スポーツ分野での交流を進め

ています。

また、平成24(2012)年には、5月に白老町・アイヌ民族博物館の公演団が「ソウル・フレンドシップ・フェア」に出演し、友好を

深めたほか、８月に開催された北海道マラソンでは、ソウル特別市の市民ランナー3名を招へいし、北海道の市民ランナーと交

流を行っています。

④ ソウル特別市の概要

位 置 北緯 37度34分 東経 126度59分 面 積 ６０５．２５ｋ㎡(韓国全体面積の約0.6％)

人 口 10，528千人（平成23(2011)年現在） 市 長 朴 元淳（パク ウォンスン）

地 勢 朝鮮半島の中央西部、北漢(プクハン)山をはじめとした山々に囲まれた盆地にあり、中心部を横切る漢(ハン)江の河

口から約60キロ上流に位置する交通の要衝。漢江の北(江北)に旧市街、南(江南)に新興市街地が広がる。南北約30.

3 km、東西約36.78km。全体の面積は、605.25k㎡(帯広市618.94k㎡と同規模)。

市構成 25区から成る。最も人口が多いのはオリンピック公園のある松坡（ソンパ）区の668千人。同区を含め、人口の多い区

は主に江南に位置。市庁は中（チュン）区、青瓦台は鐘路（チョンノ）区にあり、都市の中心は江北にある。

気 候 亜寒帯の大陸性気候で、年降水量の7割は夏季に集中する。緯度のわりに冬の寒さが厳しい。

年平均気温 : 11.1℃ １月平均気温 : -3.4℃ ８月平均気温 : 25.4℃ 年間降水量 : 1370mm

産 業 地域総生産（ＧＲＤＰ）：274兆7,790ウォン（約23兆4,293億円） 全国比２４．２％ (2010年)

古くから繊維工業を中心に軽工業が発達。商業、サービス業、製造業など第2次、第3次産業が中心で、食品加工、

繊維、化学、印刷工業が盛ん。ソウル・仁川間は京仁工業地帯と呼ばれ、韓国最大の工業地帯。

また、新たな「成長エンジン」として、観光、デザイン、コンベンション、デジタルコンテンツ、R&D(研究開発)、ビジネス

サービスを指定し、デザインと文化に重点を置く「創意的産業」の育成に力を入れている。2007年には国際産業デザイ

ン団体協議会から「2010世界デザイン都市」に選ばれたほか、2010年7月にはユネスコに「ユネスコ・デザイン創意都

市」に指定された。
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７ タイ王国チェンマイ県との交流

(1) 交流のはじまり

平成24(2012)年10月、バンコク－新千歳の定期便が就航したことから、タイ王国と北海道の間での往来が活発になる中、北海

道内には未だタイとの自治体交流がないことからも、道として検討。駐日タイ王国大使館からタイ王国北部にあり、観光、農業など

主要産業の共通点などからチェンマイ県との交流について助言があり、これを機にチェンマイ県との交流を開始。友好関係協定

書の締結について検討を進めました。

（2） 友好関係協定書の調印

平成25(2013)年２月25日から３月１日までチェンマイ県知事が北海道を訪問し、２月２５日には友好交流の推進についての意

見交換会を開催、２月２６日に知事公館において双方の知事が友好関係協定書の調印を行いました。

（3） 調印後の交流

調印に際する意見交換では、学校交流、農業交流及び相互の地域のプロモーション等について議論されました。

また、様々な分野で、双方の自治体内に留まらず、道と県が地方自治体や学校、国際交流団体などの交流を促進する窓口に

なることについても合意されました。今後、幅広い分野での交流が期待されています。

(4) チェンマイ県の概要

位 置 北緯18度 東緯98度 面 積 20，107ｋ㎡(タイ王国全体の約４％）)

人 口 １，800千人（平成24(2012)年現在） 知 事 タニン・スバセーン

地 勢 タイ北部に位置し、首都バンコクからは北へ約700キロに位置している。街は盆地の中に広がり、山間部が多い。

海抜３００㎞、東西の幅が約１３０㎞、南北の長さは３２０㎞。

県 都 県都チェンマイ市は、タイ王国第二の都市といわれる。タイ北部の中核であるとともに、近隣諸国・地域を結ぶゲート

ウェイでもある。四方を濠で囲まれた旧市街と発達した新市街とが対照的で、城壁や古寺が古都の面影を残す。

気 候 熱帯性気候で、季節は11月～4月が乾期、3月～5月の暑期、6月～10月のグリーン・シーズン（雨期）がある。

平均気温は26.1度。平均湿度が73.6％

産 業 チェンマイ県の県民総生産額は約1,321億バーツ。タイ国内の総生産額の１．４６％（2009年全国第15位）。

農業などの第一次産業が減少傾向で20％、観光などの第三次産業が増加し、比率として約７０％を占める。

2012年、MICE CITYとして政府の指定を受け、コンベンションセンターが建設された。

観光、食、充実した医療という特徴を生かし、コンベンションの誘致などを積極的に行っている。

８ ロシア連邦極東地域との交流

ロシア連邦極東地域とは古くから様々な交流が行われてきましたが、近年、ロシア国内の民主化が進むとともに、極東地域との経

済をはじめ文化、学術、スポーツなど幅広い分野における交流が着実に進展しています。

昭和41(1966)年に小樽市とナホトカ市が姉妹提携を行ったのを皮切りに、平成13(2001)年９月には稚内市とユジノサハリンスク市

が新たに姉妹提携を結び、道内市町村とロシア連邦極東地域との姉妹友好提携は18組にのぼっています。

平成２(1990)年６月、本道の代表団がロシア連邦共和国閣僚会議の招待によりモスクワと極東地域を訪問し、経済をはじめとする

幅広い分野で北海道とロシアとの相互の協力関係を発展させることで合意しました（「北海道とロシア連邦共和国との友好的なパート

ナーシップに関する合意」）。これに基づき、平成４(1992)年９月、「北海道とロシア連邦極東地域との経済協力に関する常設合同委

員会」が設立されるとともに、「北海道とロシア連邦極東地域との経済協力プログラム」が策定されました。このプログラムは概ね５年ご

とに見直しがなされ、平成９(1997)年及び平成14(2002)年にそれぞれ第２期、第３期のプログラムを策定しました。
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平成20(2008)年２月18日、第４期の経済協力発展プログラムが策定され、経済交流の主体となる企業・団体の自主的・自立的な参

加を促すという第３期プログラムの考え方を継承しつつ、より企業間の交流拡大を進めるため、引き続き、交通ネットワークの整備に

努めるほか、企業の商談機会の一層の充実などに努めることとしています。

９ 中南米諸国等との交流

中南米諸国との交流は、明治・大正時代からの海外移住を通じて長い歴史があります。

道内の民間団体では、北海道と移住国との間の文化交流や友好関係を促進するため、道内出身移住者子弟を１年間、道内の大

学に留学生として受け入れる移住者子弟留学生受け入れ事業を実施しており、昭和39(1964)年から平成23(2011)年度までに延べ1

78人を受け入れています。

そのほか、昭和52(1977)年度から平成23(2011)年度までに延べ330人の移住者子弟を海外技術研修員として受け入れてい

るほか、昭和56(1981)年度から道民と日系南米青年の交流を行っています。

また、平成11(1999)年には、道が建設の支援を行った北海道交流センターがブラジルとパラグアイに完成し、本道との交流の拠点

として様々な活動が展開されており、今後は、文化や物流などの情報拠点としての整備を図りながら、南米地域との交流を促進して

いくこととしています。

北海道交流センターの概要

施設名称 完成年月日 施設規模 所在地

ブラジル北海道 平成11(1999)年３月26日 鉄筋コンクリート、地下１階地上２階建 ブラジル サンパウロ市

交流センター 延べ面積 2,260㎡

パラグアイ北海道 平成11(1999)年７月31日 鉄筋コンクリート、地上３階半地下 パラグアイ アスンシオン市

交流センター 延べ面積 1,611㎡

10 「姉妹友好提携地域代表者会議」の開催

平成22(2010)年11月11日、札幌市で北海道と姉妹友好提携によって結ばれた７地域の内、アルバータ州（カナダ）、黒竜江省（中

華人民共和国）、サハリン州（ロシア連邦）、慶尚南道（韓国）の代表団が一堂に会し、５カ国５地域の代表による国際会議を開催しま

した。会議では持続可能は発展をテーマに、共通課題の解決に向けた相互連携の強化に向け、話し合いを行い、共同声明を採択

しました。

この会議が契機となり、今後、北海道を中心に各地方政府間の国際交流が更に活発化することが期待されます。

北方領土問題の解決に向けたビザなし交流

第二次世界大戦が終了して66年が経過した今日においても、日本とロシアとの間には、未解決の北方領土問題が存在しており、

北方領土（択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の四島）は、依然としてロシアの不法占拠の下にあります。

こうしたことから、日本政府は、ロシアの出入国手続きにしたがって北方四島を訪問することや、北方四島でロシアの法律に基づい

て行動することは、北方四島がロシアの領土であることを認めることにつながるとして、従来から日本国民による北方領土訪問につい

て自粛を求めています。

このような状況の中で、平成３(1991)年、日ソ両国外相間の往復書簡により、北方領土問題の解決までの間、相互理解の増進を図

り、領土問題の解決に寄与することを目的として、日本国民と北方四島在住のロシア（ソ連）国民との間の旅券･査証（ビザ）なしによる

相互訪問の枠組みが作られ、平成４(1992)年からこの枠組みによる相互訪問が開始されました。

平成23(2011)年までに延べ18,953人（日本側10,970人、四島側7,983人）が相互に訪問し、ホームビジット、文化交流会、住民交流

会など様々な交流を通して、相互理解を深めてきています。

なお、日本側からの訪問は、閣議了解（1991年及び1998年）により、四島元居住者、返還要求運動関係者、報道関係者、訪問の目

的に資する活動を行う専門家などに限定されているところです。

道においても、ビザなし交流を推進し、日ロ双方の相互理解や友好を一層深め、一日も早い北方領土問題解決に向けての環境づ

くりに努めています。
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第２節 市町村の国際交流

１ 姉妹友好提携先、提携数の推移

平成24(2012)年12月現在、道内の74市町村が114組の姉妹友好都市提携を海外の諸都市と結んでいます。

提携先を国別にみると、カナダ25組、アメリカ23組、ロシア17組、中国12組などとなっており、地域的には、本道と気候や風土

の類似した北方圏地域との提携が大半を占めています。

また、昭和30年代(1955～1964)には３組にとどまっていた提携が、昭和50年代(1975～1984)には、北海道がアルバータ州と姉

妹提携したこともあり、カナダの６組を含む18組が結ばれ、提携先も、中国、ニュージーランド、オーストラリアなどとの提携が新たに生

まれるなど、世界に広がりをみせてきました。また、昭和60年代(1985～1988)から平成６(1994)年までの10年間にその数は37組にの

ぼり、平成７(1995)年以降平成23(2011)年12月現在までも37組が結ばれるなど、急速に進展する国際化の流れを受け、飛躍的な

増加傾向を見せています。

また、姉妹友好提携は行っていませんが、海外と交流している市町村も多数あります。これらの市町村の中には、今後、姉妹

提携を予定又は検討し、姉妹提携により一層充実した交流を進めていきたいとする市町村がある一方で、必ずしも提携調印という

形にとらわれない自由な交流を進めていきたいとする市町村もあり、国際交流の進め方についての考え方が多様化していることがう

かがわれます。

相手国別姉妹友好都市提携数 姉妹友好提携の推移

相手国地域 相 手 国 提携組数 年 代 提携数 内 訳

北 米 カナダ ２５ 昭和30年代 ３ ｱﾒﾘｶ2、ｽｲｽ

アメリカ ２３ (1955～1964)

南 米 ブラジル １ 昭和40年代 １７ ｱﾒﾘｶ5、ﾛｼｱ5、ｶﾅﾀﾞ2、ｵｰｽﾄﾘ

ペルー １ (1965～1974) ｱ2、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾄﾞｲﾂ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、

中国 １２ 昭和50年代 １８ ｶﾅﾀﾞ6、ｱﾒﾘｶ4、中国2、ﾆｭｰｼﾞ

アジア 台湾 １ (1975～1984) ｰﾗﾝﾄﾞ2、ﾄﾞｲﾂ、ｵｰｽﾄﾘｱ、ﾛｼｱ、

韓国 ６ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

フィリピン １ 昭和60年～ ３８ ｶﾅﾀﾞ13、ｱﾒﾘｶ9、ﾛｼｱ9、韓国

フランス １ 平成６年 2、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ2、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ﾉﾙｳ

オーストリア ３ (1985～1994) ｪｰ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ

デンマーク １ 平成７年～ ２７ 中国9、ｶﾅﾀﾞ4、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ3、

ドイツ ２ 平成16年12月 ﾛｼｱ2、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ2、ｱﾒﾘｶ、ﾌｨﾝ

フィンランド ２ (1995～2004) ﾗﾝﾄﾞ、韓国、ﾉﾙｳｪｰ、ｽｳｪｰﾃﾞ

欧 州 スウェーデン ２ ﾝ、ﾌﾗﾝｽ、ｲｷﾞﾘｽ

スイス １ 平成17年～ １０ ｱﾒﾘｶ2、韓国3、中国、台湾､ﾃﾞ

イギリス １ 平成23年12月 ﾝﾏｰｸ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ﾗﾄﾋﾞｱ、ﾍﾟ

ノルウェー ２ (2005～2011. ﾙｰ

ラトビア １ 12)

ロシア １７ 累 計 １１４ ２１カ国

大洋州 オーストラリア ５

ニュージーランド ６ （道国際課調べ）

合 計 １１４

２ 姉妹友好提携・交流の契機

各市町村とも提携や交流のきっかけは様々です。

気候風土や都市の規模が類似しているケースや、基幹産業や特産品が縁で交流が始まった例(石狩市の鮭(カナダ･キャン

ベルリバー)、余市町のウイスキー(イギリス・イースト・ダンバートン・シャイア）、苫小牧市(ニュージーランド・ネーピア)・白老町

(カナダ・ケネル)の製紙、静内町の馬(アメリカ・レキシントン)、根室市の漁業(アメリカ・シトカ)など)が多くみられます。函館市

は五稜郭と同じ星形城郭を有するカナダのハリファクスと、蘭越町(オーストリア・サールフェルデン)や倶知安町(スイス・サンモリッ

ツ)、富良野市(オーストリア・シュラートミンク)、占冠村(アメリカ・アスペン)などではスキーを通じた交流が縁で提携を結びまし

た。
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平成13(2001)年には、登別市(中国・広州市)が広州市で開催された国際旅遊展において、登別市観光協会が行った観光プロモ

ーションの継続によることや、室蘭市(中国・日照市)が港を有し、工業都市であることなど両市の共通点を背景にした経済交流を中

心とした交流が深まったことから提携を結びました。

また、地域の民間団体の交流や、JET青年や個人の交流が提携に至った例もあり、地域の国際化の広がりとともにその

きっかけも多様化しています。

３ 交流の内容

市町村では、住民レベルでの地域に根差した様々な交流が行われています。

住民による親善訪問団や代表団の派遣・受け入れや、交換留学など次代を担う世代に重点をおいた教育分野での交流が多く見

られますが、壮瞥町の国際雪合戦での交流や幌加内町のそばうち交流（JICA研修員の受け入れ等）など地域の個性を生かした交流

も各地で行われているほか、スポーツや文化、経済など幅広い分野での交流を行っています。

今後は、地域においても国際化社会との関わりが深まっていく中、住民の国際化への意識を高めるとともに、地域の活性化につな

がるような国際交流が求められているといえます。

４ 市町村の国際交流活動の表彰実績

このような道内市町村の様々な国際交流活動の功績は全国レベルで表彰されています。

道内市町村では、「地域づくり総務大臣表彰」を平成６(1994)年度に受賞した釧路市をはじめ、大滝村（平成８(1996)年度）、

根室市(平成９(1997)年度）、壮瞥町(平成13(2001)年度)の４市町村が、また、「姉妹自治体交流表彰（総務大臣賞）」を当別町

（平成20(2008)年度）、鹿追町（平成21(2009)年度）の２町が、その活動実績が認められて受賞しています。

「地域づくり総務大臣表彰」（旧：「世界に開かれたまち総務大臣表彰」）

（地方公共団体部門 北海道分）

【【【【平成６(1994)年度創設】】】】

年 度 部 門 受 賞 団 体

平成６(1994)年度 先進的な地域国際化推進のまち部門 釧 路 市

平成８(1996)年度 先進的な地域国際化推進のまち部門 大 滝 村

平成９(1997)年度 （ 部 門 設 定 な し ） 根 室 市

平成13(2001)年度 地 方 公 共 団 体 部 門 壮 瞥 町

「姉妹自治体交流表彰（総務大臣賞）」（北海道分）

【平成18(2006)年度創設】

年 度 自治体名 活 動 内 容

昭和62(1987)年にレクサンド市（スウェーデン）と姉妹提携を締結。スウェーデン交流センターを交

平成20(2008)年度 当 別 町 流拠点として、北欧のお祭りの「夏至祭」を核とした交流事業を実施。レクサンド市においても日

本デーの開催や日本庭園の造成などに取り組む。

昭和60(1985)年にストニィ・プレイン町（カナダ）と姉妹提携を締結。学生の短期留学制度や小・中

平成21(2009)年度 鹿 追 町 ・高校で一貫した英語教育、姉妹提携先から学んだ「花のまちづくり」の手法を地域のまちづくり

に生かすなど、息の長い交流を町を挙げて行っている。
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第３節 民間団体の国際交流

１ 全道的な国際交流団体

(1) （公社）北海道国際交流・協力総合センター

北海道国際交流・協力総合センターは、「第三期北海道総合開発計画（昭和46年～）」に盛り込まれた「北方圏構想」の推進を

目的に発足された「北方圏調査会」を組織の母体とし（昭和46(1971)年設立）、北海道と同じような積雪寒冷の気候風土の中で長

い歴史を持ち、高い文化を培ってきた北米、カナダ、北欧諸国などとの交流を通じて、北国の風土に根ざした北海道らしい地域

づくりの取組を推進してきました。

昭和５３（1978）年には「社団法人北方圏センター」へと改組し、また、グローバル化の進展に伴い、活動内容も北方圏諸国との

交流から、それ以外の地域との交流や協力にも力を入れるなど次第に機能を拡充し、平成10(1998)年３月には自治省(現総務省)

から北海道における中核的な交流組織として「地域国際化協会」に認定されました。

平成23(2011)年８月には「公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター(HIECC・ハイエック)」に改組し、現在では、世

界各国との国際交流や国際協力活動を通じた豊かで活力ある地域社会の実現を目指して、積極的に事業を展開しています。

HIECCでは、道とも連携を図りながら、道民の国際理解促進のための講演会の開催や海外派遣研修の実施、外国人留学生

の支援などを行うとともに、北方圏諸国との交流事業や南米からの技術研修員の受入を行うなど、地域国際化協会として多彩な

事業を行っています。

(2) (財)北海道国際交流センター

北海道国際交流センターは、昭和54(1979)年に南北海道国際交流センターとして発足し、昭和59(1984)年に財団法人

南北海道国際交流センターとして体制の整備が図られました。さらに、昭和61(1986)年には活動範囲を北海道全域に広げ、

財団法人北海道国際交流センターと名称を変更し、現在に至っています。

在日留学生らが夏休みを利用して道内の人々と交流を深める「国際交流のつどい」を昭和54(1979)年から行っており、平成

24(2012)年までに104の国と地域から延べ6,704人の留学生を受け入れています。また、海外の大学生が函館市や函館市近郊

の家庭にホームステイしながら、日本語や日本文化を学ぶ「日本語・日本文化講座夏期セミナー」を開催するなど、特色の

ある事業を実施しています。

また、平成５(1993)年度には、地域文化の振興のために特に優れた活動を行っている団体として「北海道地域文化選

奨」を受賞、平成10(1998)年度には、世界に開かれたまちづくりの推進に尽力し、極めて優れた成果を上げた団体として自治大

臣表彰を受賞しました。平成22年６月からは若者の雇用を支援する｢はこだて若者サポートステーション｣がオープン。平成23年

からは農業や環境分野との連携をとるなど地域の課題に国際的な視点で取り組むマルチ分野での活動を展開しています。

２ 地域の国際交流団体

道内の国際交流団体は、道が把握しているだけでも約510団体あり、活発に国際交流活動を行っています。地域におい

て設立された国際交流団体の多くは、特定の国や地域との友好を深めることや市町村の姉妹都市交流を支援することを目

的としていますが、近年は、ホームステイや留学生との交流、国際援助活動を行うことを目的とする団体も多数あります。

地域の国際交流団体の多くは、地域住民のボランティアによって活動を支えられている任意団体であり、必ずしも団体の

運営基盤が安定しているとはいえないのが実情です。

国際交流団体は、地域の国際化を推進するための重要な役割を担う存在であり、今後、地域の国際化を一層推進して

いくためには、こうした地域の国際交流団体の育成やその活動に対する支援が大切になっています。

(1) (公財)札幌国際プラザ

札幌国際プラザは、昭和62(1987)年に任意団体として発足し、国際交流とコンベンションの振興を地場産業を含めた広範な市

民参加により推進しています。

平成２(1990)年１月には、自治省(当時)から札幌市の地域国際化協会としての認定を受け、さらに、平成３(1991)年７月

には、札幌市と経済界などの出資により、海外交流事業の拡大やコンベンション事業の推進などを目的として、(財)札幌

国際プラザとして新しく発足、平成23（2011）年４月には公益財団法人に移行しました。

在住の外国人や市民に対してコンベンション･イベント･観光･生活情報など札幌・北海道の多種多様な情報を提供する

交流サロンを設置しているほか、札幌の有する歴史、文化、その他の地域的特性を生かし、国際交流やコンベンショ

ン推進のための諸事業を積極的に実施しています。
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(2) (社)滝川国際交流協会

(社)滝川国際交流協会は、滝川市及び周辺地域の住民を主体とした国際交流を推進し、諸外国の人々との相互理解と友好

親善を図り、国際的な文化の創造とまちづくりに寄与することを目的として、平成２(1990)年10月に滝川市国際交流協会として発

足しました。平成９(1997)年５月、滝川市が推進してきた国際化施策を継承・拡充させ、かつ財政力及び活動力等を強化するた

め、社団法人の認可を受けました。総合的で広域的な地域の国際化事業を展開し、中学・高校生の姉妹提携都市間交流事業、

開発途上国を理解するスタディーツアーやアジア・アフリカ諸国への国際協力事業、ＦＭ番組など様々な活動を積極的に行って

います。平成23年からは「JICA草の根技術協力事業」のカンボジア王国シェムリアップ市「音楽教育を活用した教員の授業実践

力向上プロジェクト」を行っています。

(3) (財)北海道大沼国際交流協会

国際性豊かな人づくりを目ざし、地域住民の国際交流に資することにより、生活文化の向上と国際感覚の醸成の助長を図り、

合わせて地域の振興に寄与することを目的として、平成５(1993)年５月に七飯町、函館市、大野町及び上磯町（現：北斗市）が中

心となって(財)北海道大沼国際交流協会を発足しました。同協会では、発足当初から七飯町大沼国際セミナーハウスの管理運

営を行い、平成18(2006)年度からは七飯町の指定管理者として、引き続き従前から推進してきた国際化施策をより柔軟に、かつ

拡充しながら事業を展開しています。

国際交流を促進する事業として、地域住民を対象とした外国語講座、外国料理講座、ホームスティ受け入れ、国際交流キャン

プ、キッズ・スクールなどを実施するとともに、地域住民・各種団体・企業と協力して、大沼公園の自然をとおして環境について考

える様々な環境体験学習などを実施しています。

３ 国際交流団体の表彰実績

このような地域に根ざした国際交流活動を行っている本道の団体が全国レベルで表彰されている実績もあり、これまで総務省(自

治行政局国際室)が実施している「地域づくり総務大臣表彰」（旧：「世界に開かれたまち総務大臣表彰」）においては５団体

が、また、（独）国際交流基金が実施している「国際交流基金地球市民賞」（旧：「国際交流基金地域交流振興賞」）においては７団体

が受賞しています。

「地域づくり総務大臣表彰」（旧：「世界に開かれたまち総務大臣表彰」）（国際化部門 北海道分）

年 度 部 門 受賞団体

平成10(1998)年度 民間国際交流団体部門 （財）北海道国際交流センター

平成13(2001)年度 民間国際交流団体部門 昭和新山国際雪合戦実行委員会

イリマニの会

平成17(2005)年度 国際化部門 （社）滝川国際交流協会

平成22(2010)年度 団体表彰 洞爺国際交流協会

平成23(2011)年度 団体表彰 特定非営利活動法人 ねおす

【【【【平成10(1998)年度創設】】】】

「国際交流基金地球市民賞」(旧：「国際交流基金地域交流振興賞」）（北海道分）

年 度 団 体 名 活 動 内 容

昭和60(1985)年度
南北海道国際交流センター 在日留学生を北海道の一般家庭に招き生活を共に

(現：(財)北海道国際交流センター) する活動

平成元(1989)年度
北海道国際婦人協会 各種ボランティア活動を通じた世界の婦人との友好

(現：北海道国際女性協会) 親善活動

平成10(1998)年度 札幌こどもミュージカル育成会
創作ミュージカルの公演を通じた青少年のポーラン

ドとの交流活動

平成12(2000)年度 江差追分会
江差追分の海外公演、世界追分祭の開催など地域

の文化に立脚した交流活動

平成15(2003)年度 北方圏国際シンポジウム実行委員会
流氷のまちの市民が支える国際流氷シンポジウム
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特定非営利法人
チェルノブイリ原発事故で被災した子どもたちを日

平成17(2005)年度
チェルノブイリへのかけはし

本に招待し転地療養させることによって健康回復を

はかる「保養里親運動」等

平成20(2008)年度 Ｓ－ＡＩＲ（エスエア） 地域に世界のアートを紹介するとともに、国内外の

アーティストとの独自のネットワークを築く。

【昭和60(1985)年度創設】
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第３章 国際協力

国際的な相互依存関係が深まるなかで、我が国に対する国際協力への期待は一段と高まっています。開発途上国からの協力要請は多

様化しており、日本のそれぞれの地域が持つ独自の技術や手法、人材を生かし、相手国の地域と連携し、実情にあった協力をしていくこと

が求められています。

北海道は、明治初期から欧米のすぐれた技術や人材を積極的に導入し発展の基礎を築いてきました。当時のアメリカ連邦政府の農務

長官ホーレス・ケプロン、マサチューセッツ州立農科大学長ウイリアム・クラークなど、十余年の期間に78人もの外国人指導者を招き、農

業、鉱業、土木など広範な分野の技術を学びました。その後、その技術をもとに人材を養成し、地域開発を進めてきました。こうして培われ

た技術をもとに、今では農林水産業の生産性向上、豊かな自然を守る環境保全に関する手法などの優れた技術の蓄積やバイオテクノロジ

ーなど先端技術の集積が進んでいます。

このような歴史的な経験を踏まえ、これまで蓄積してきた本道開発のノウハウなどを活用し、雪や寒さに関連する産業、住宅、生活環

境、道路、環境保全などに係る豊富な技術や人材を積極的に活用し、国際社会の一員として、相手国の人々との共同作業を進

めていくという視点から十分な相互理解とパートナーシップの上に立って開発途上国の国づくり、人づくりに積極的な役割を果た

していくことが重要です。

道としては、こうした観点から、大学や市町村、企業などと連携を図りながら海外からの技術研修員の受け入れに取り組

んでいるほか、JICA（（独）国際協力機構)が実施している研修事業に協力しています。また、毎年多くの本道出身の青年海

外協力隊員や技術専門家が開発途上国へ派遣され、現地での人づくりをはじめとした支援活動を展開しています。さらに、

民間企業による研修員の受け入れや、国際協力団体（NGO）などによる国際協力活動なども拡大しています。

第１節 技術研修員の受け入れ

道内では、道をはじめ、JICA、地方自治体、企業、民間団体などが、様々な形で海外からの技術研修員を受け入れています。こ

れら研修員を受け入れることは、開発途上国の「人づくり」への協力です。研修員はそれぞれの分野における専門的知識や

技術を学び、帰国後はそれらを生かして自国の発展に貢献することが期待されています。

１ 道・市町村による受け入れ

北海道では昭和52(1977)年から海外技術研修員受入事業をスタートし、本道出身の移住者が多い南米地域を中心に東南

アジアや中国、アフリカ諸国などから、これまで３３２名（平成２４年（2012）年度実績）の技術研修員を受け入れています。

今年度はブラジルとパラグアイから２名の研修員を受け入れており、北海道国際交流・協力総合センターと連携を図りな

がら、開発途上国のニーズにあったきめ細やかな研修実施に協力するなど、受入体制の充実に努めています。

また、平成８(1996)年度からは、海外の地方自治体職員を研修員として受け入れる自治体職員協力交流事業が始まり、平成23(20

11)年度には、滝川市でモンゴルから２人、ニセコ町で中国から１人の研修員を受け入れました。

２ JICA((独)国際協力機構)による受け入れ

JICA((独)国際協力機構)では、開発途上国から政府や公共団体、ＮＰＯ関係者など様々な人材を日本に招き、開発に必要な技術

やノウハウを学ぶとともに、日本の良き理解者となっていただくために、毎年多くの研修員を受け入れています。

本道では、平成８(1996)年４月に、海外からの研修員のための研修宿泊施設として札幌市と帯広市にJICA国際センター（現ＪＩＣＡ

北海道（札幌・帯広））が開設され、大学や自治体、公益法人、民間企業、ＮＧＯなど、多方面の機関の協力のもと、下水道をはじめと

する寒冷地での都市基盤技術や冷涼な気候のもとでの農業技術など、本道の特徴を活かした研修を実施しています。

ＪＩＣＡ北海道では、平成２３（2011）年度には全体で143コース、866名の研修員を受け入れており、ＪＩＣＡの研修事業は本道におけ

る国際協力の柱の一つとなっているとともに、近年ではJICAのボランティア事業や中小企業の海外展開支援事業などと合わせて、本

道の地域経済の振興にも寄与することが期待されています。
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最近の北海道におけるJICA技術研修員の受け入れ状況

（単位：人）

出 身 地 域

アジア 大洋州 中南米 中近東 アフリカ 欧州ほか 合計

H17(2005) 240 38 102 57 100 31 568

H18(2006) 257 32 100 29 137 66 621

H19(2007) 288 18 118 33 141 54 652

H20(2008) 293 20 86 36 149 40 624

H21(2009) 357 24 97 28 161 46 713

H22(2010) 467 25 112 53 103 52 812

H23(2011) 460 16 89 28 227 46 866

（JICA北海道（札幌・帯広）調べ）

３ 民間による研修員の受け入れ

JITCO((財)国際研修協力機構)の支援により、毎年多くの研修生を道内の民間企業が受け入れており、平成23(2011)年に

は、全国の3.0％にあたる1,459人を受け入れています。

第２節 専門家や協力隊員の派遣

１ 技術者・研究者の派遣

道では、中国やロシアとの技術交流事業、経済協力プログラムなどを通じ、技術者や研究者を派遣し、現地指導や共同研究を行

ったりしています。また、企業が技術者を派遣することに対しての支援などを行っています。

開発途上国からの要請を受けてJICAが実施する専門家派遣についても、農林水産業をはじめ、保健医療、土木、工業などの

分野で毎年多くの専門家が本道から派遣されているとともに、開発途上国の人々の生活改善や生計向上のために、地方自治

体や地域のNGO、大学などが草の根レベルできめ細やかな支援を行う「草の根協力事業」にも積極的に取り組んでいます。

２ ボランティアの派遣

貧困や医療、教育問題など、開発途上国が抱える問題に取り組み、その国の経済や社会の発展に貢献することを目的としたJICA

のボランティア事業には多くの北海道出身者が派遣されています。

原則２年間の任期で、開発途上国において農林水産、土木建築、教育文化などの技術協力を行うJICAボランティアには、青年海

外協力隊(20～39歳が対象)やシニア海外ボランティア(40～69歳が対象）などがありますが、受入国の人々とともに生活し、働き、現

地の言葉を話しながら協力活動を行うことで、その国の経済、社会の発展に寄与するとともに、開発途上国・地域と本道との友好親

善や相互理解の深化にもつながっています。

専門家・青年海外協力隊等の派遣状況

（単位：人）

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（2004） (2005） (2006） (2007) (2008) (2009) (2010) (2011)

専門家派遣 １３７ ９１ ７８ ８１ ８２ １５６ ２７４ ３１１

青年海外協力隊派遣 ６２ ７１ ８０ ５９ ５８ ７５ ５９ ４６

シニア海外ボランティア １４ １９ １９ １０ １７ １３ ２２ ７

※専門家派遣者は、派遣時、北海道在住である者を計上。その他は、北海道出身者を計上。 （（公社）青年海外協力協会調べ）

第３節 国際協力団体(ＮＧＯ)による国際協力

貧困人口の増加、衛生状態の劣悪化、森林減少などによる環境悪化など地球的規模の課題に対して人々の関心が高まり、日本に対す

る諸外国からの期待も高まっていることなどから、全国各地でNGOによる国際協力活動が盛んになってきています。道内でも、開発途上国
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に学校を建設したり、子供たちの就学のための奨学金を支給したりする草の根的な協力事業に取り組むNGOが増えてきていま

す。

第４節 国際協力の環境づくり

１ 北海道社会貢献賞（国際協力功労）

道では、平成６(1994)年度から、民間レベルでの国際協力活動の広がりと国際協力に対する理解を促進するため、北海

道社会貢献賞の中に国際協力部門を設け、本道の国際協力に貢献した方々を表彰しており、平成６年度から平成24年度までに、12

人18団体の方々が受賞されています。

北海道社会貢献賞（国際協力功労）受賞者

年度 受賞者名(敬称略)及び活動内容

平成６年度 金川 弘司 原 正市 西岡建設株式会社

(1994) （ザンビアでの獣医技術指導等） （中国での稲作指導） （建設技術研修員の受け入れ）

平成７年度 太田 道則 小山 章夫 (財)エレクトロニクスセンター

(1995) (農業技術研修員の受け入れ) （水産技術指導） （ＪＩＣＡ集団研修の受け入れ）

平成８年度 黒澤 勉 北海道開発コンサルタント（株） （株）マルキンサトー

(1996) （農業技術研修員の受け入れ） （技術研修員の受け入れ） （工業技術研修員の受け入れ）

平成９年度 太平洋炭鑛（株） 千歳国際クラブ （株）光合金製作所

(1997) （炭坑技術者の派遣及び受け入れ） （ボランティア通訳派遣） （機械技術研修員の受け入れ）

平成10年度 フィリピン耳の里親会 北日本精機（株） 前田 逸雄

(1998) （技術研修員の受け入れ） （工業技術指導） （農業技術研修員の受け入れ）

平成11年度 酪農学園大学 北海道大学国際婦人交流会

(1999) （酪農技術指導） （在住外国人への生活支援）

平成12年度 長沢 有晃 北海道ﾋﾞｼﾞﾈｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ（株）

(2000) (水産技術指導） （技術研修員の受け入れ）

平成17年度 （社）滝川国際交流協会

(2005) （農業技術者の派遣及び受け入れ）

平成19年度 真鍋 辰夫

(2007) （在住外国人への支援）

平成20年度 釧路ウエットランドセンター

(2008) （湿地保全技術者の派遣及び受け入

れ）

平成21年度 宮西 豊 函館日本語教育研究会

(2009) （サハリン州等における国際協力） （在住外国人への日本語教育活動）

平成22年度 山岸 喬

(2010) （在住外国人等への支援）

平成23年度 稚内商工会議所 オホーツク国際交流センター

(2011) （ロシア人企業研修生の受け入れ） （在日外国人留学生の受け入れ）

平成24年度 古屋 稔 稲見 研二 特定非営利活動法人すけっと百人会

（2012） （技術研修員の受け入れ） （青少年交流事業等の国際協力活動） （技術研修員の受け入れ）

２ 国際センターなど

JICA((独)国際協力機構)が海外研修員の宿泊施設として設置している札幌、帯広の国際センターには、隣接して国際交流施設「リ

フレサッポロ」(札幌市)と「森の交流館・十勝」(帯広市)がそれぞれ整備されており、アジア、アフリカ、中南米などの国々から研修

に参加した多くの外国人と地域住民との交流の場となっています。施設を活用した国際イベントや交流事業（見聞広場、ワールド・ジ

ャンクション、世界の友達等）も活発に行われており、JICAの国際センターや交流施設は本道の国際交流や国際理解促進の拠点と

して、地域の国際化に貢献しています。
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ＪＩＣＡ札幌・帯広国際センター

施 設 名 札幌国際センター 帯広国際センター

所 在 地 札幌市白石区本通16丁目南4-25 帯広市西20条南６丁目１番地２号

宿 泊 定 員 98名(96室) 50名(48室)

主な研修内容 産業技術、地域開発、医療技術、環境保全 農業改良、土木技術、農畜産技術、農産物流通技術

国際交流施設

施 設 名 リフレサッポロ 森の交流館・十勝

所 在 地 札幌市白石区本通16丁目南4-26 帯広市西20条南６丁目１番地２号

主 な 施 設 多目的ホール、交流サロン、体育室 多目的ホール、交流サロン、図書資料室、調理室

ランニングコース、温水プール トレーニングルーム

３ 民間団体の取組

北海道NGOネットワーク協議会が平成10(1998)年から、道民のNGOに対する理解を深め、市民主体の国際協力活動が繰り

広げられる環境づくりに資することを目的とし、「北海道国際協力フェスタ」を開催しています。

このほか、道内では、(公財)札幌国際プラザや十勝インターナショナル協会をはじめとした団体やNGOなどにより国際協力に関連

したセミナーなどが多数開催されています。
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第４章 経済の国際化

第１節 経済交流の推進

１ 総論

(1) 概要

本道の平成23(2011)年の貿易実績（道内港通関実績）は、輸出が3,676億円、輸入が1兆5,311億円と、貿易収支は大幅な輸入

超過となっており、貿易額の全国に占める割合は１％程度にとどまっています。

本道の貿易実績を輸出品目別にみると、多い順に輸送用機器、鉄鋼、一般機械、魚介類・魚介調製品、鉱物性タール及び粗

製薬品となっています。

また、輸出国別にみると、多い順に韓国、中国、アメリカ、カナダ、香港となっています。

本道の貿易実績を全国の動向と比較すると、輸出品目では、鉄鋼、自動車用部品、魚介類・同調製品の割合が大きく、貿易相

手国では韓国との貿易割合が高いことなどが特徴です。

一方、輸入品目別では、多い順に原油・粗油、石炭、石油製品、魚介類・同調整品、とうもろこしであり、概ね例年どおりの傾向

が続いています。

本道の貿易実績（平成22年） (単位：百万円)

区 分 H２２ H23 前年比 対全国構成比

輸 出 340,801 367,600 107.9％ 0.6％

道 内 輸 入 1,151,208 1,531,145 133.0％ 2.2％

総 額 1,492,009 1,898,745 127.3％ 1.4％

輸 出 67,399,627 65,546,475 97.3％

全 国 輸 入 60,764,957 68,111,187 112.1％

総 額 128,164,584 133,657,662 104.3％

本道の品目別輸出額 (単位：億円) 本道の国別輸出額 (単位：億円）

区 分 H２２ H２３(構成比) 区 分 H２２ H２３(構成比)

輸送用機器 449 786 21.4％ 韓国 635 615 16.7％

鉄鋼 479 679 18.5％ 中国 622 561 15.3％

一般機械 657 653 17.8％ アメリカ 411 303 8.2％

魚介類・同調整品 342 301 8.2％ カナダ 138 232 6.3％

鉱物性タール・粗製薬品 202 253 6.9％ 香港 214 205 5.6％

石油製品 105 203 5.5％ 台湾 174 171 4.7％

有機化合物 170 177 4.8％ タイ 147 151 4.1％

電気機器 147 123 3.3％ パナマ 183 125 3.4％

その他 68 501 13.6％ その他 884 1,313 35.7％

計 3,408 3,676 100.0％ 計 3,408 3,676 100.0％

（函館税関：「北海道貿易概況」）

(2) 経済交流の課題

これまで、本道の経済交流は、より安価で良質の原材料の安定的調達や製品の販路拡大といった取組が進められてきました

が、今後、我が国における規制緩和や国際的な水平分業の進展、激しい外国企業との競争が予測されるなど、道内企業も国際経

済社会の一員としての対応が必要となっています。

21世紀の地域社会は、世界との結び付きぬきで考えることはできず、道内企業も世界に通用するグローバル・スタンダード（世

界標準）を身につけ、海外企業と連携し、あるいは競い合うことのできる経営体質を備える必要があります。

高い経済成長率が続く中国をはじめ東アジア地域は市場としての存在感が高まっており、道産品の販路拡大や観光客の誘致

等の観点から、本道経済にとって重要な地域となってきています。また、ロシア極東地域は、石油等のエネルギー産業の発展によ

り、経済成長と自由化が進展しており、今後、食、建築・土木、観光などの分野でビジネスチャンスが増大するものと見込まれます。
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このため、本道の質の高い加工食品や農林水産品、工業製品等の輸出促進に取り組むとともに、海外からの観光客や企業の

誘致を促進し、本道経済の一層の活性化につなげていくことが必要です。

道産品のうち特に食品関係については、物産展の開催などを契機に、徐々に海外販路の拡大が見られるものの、さらに拡大を

図るためには、現地の物流関係者等の意見を反映しながら開発に取り組んでいく必要があります。

(3) 道産品の海外販路の拡大

道では、これまで、物産展・商談会の開催、ミッションの派遣、道の海外拠点や(独)日本貿易振興機構(JETRO)など

の関係機関から得た情報の提供などにより、道内企業などの販路拡大の取組を支援するなど、経済交流を進めてきま

した。

また、海外との経済交流をより一層推進するための展開方向を定めた「海外との経済交流推進方策」（策定：平成８(1

996)年、平成17(2005)年及び平成22(2010)年に改訂）に基づき、関係機関との連携を図りながら、今後も経済交流の一

層の推進に努めることとしています。

さらに、安全・安心な道産品の海外における認知度を高め、北海道ブランドを保護するため、「道産品輸出用シンボルマーク」

を中国、台湾、香港、韓国において商標登録出願し、ＰＲ、普及に努めています。

(4) 道内企業の海外展開支援

道では、近年の経済のボーダレス化への道内企業の対応を支援するため、平成20(2008)年に道内の関係機関・団体等

の連携により、「経済国際化会議」を改組し、「北海道国際ビジネスセンター」を開設しました。（独）日本貿易振興機構（JETRO）、

北海道貿易情報センターと（社）北海道貿易物産振興会をワンフロアに集約し、ワンストップで海外とのビジネスマッチングの機会

等を提供するほか、各種セミナー研修会などの地方展開にも取り組んでいます。

また、平成13(2001)年１月に「北海道サハリン事務所」を、平成14(2002)年11月に北東北三県と合同で「北東北三県北海道ソウ

ル事務所」を、平成22(2010)年１月に北京市に「北海道北京デスク」を、平成23(2011)年12月に「北海道上海事務所」を開設し、

道内企業の海外展開支援のため、情報の収集・提供活動を進めるとともに、海外の最新情報を提供しています。

融資面では、平成５(1993)年度から貿易取引に必要な運転資金を低利で融資する制度を設け、現在は「事業活性

化資金(ブリッジ貸付)」として実施しています。

２ ロシア連邦極東地域との経済交流の推進

(1) 対ロシア貿易の現状

本道の対ロシア貿易額は、旧ソ連崩壊後の平成４(1992)年以降、平成10(1998)年のロシア通貨危機の影響による減

少と、平成14(2002)年の魚介類や木材等の輸入減による減少はあったものの、輸出額は増加、輸入額はほぼ横ばいで

推移してきており、貿易額としては微増の傾向にありました。

しかし、平成20(2008)年９月のリーマンショックに端を発する世界的な金融不況や、ロシア連邦の輸入中古車に対する関税の大

幅な引き上げなどの影響により、平成21(2009)年の対ロシア貿易額は前年に比べ49.7％と大きく落ち込みましたが、平成22(2010)

年、平成23(2011)年と2年連続で回復してきています。

輸出については、輸出額上位を占めている中古乗用車の増加などにより、輸出額全体で15.3％増加しました。

一方、石油やカニ・ウニなどの水産物が主体の輸入については、輸出ほどではありませんが、前年に比べ7.9％増加しました。

(2) 北海道とロシア連邦極東地域との経済協力プログラムの策定

「北海道とロシア連邦共和国との友好的なパートナーシップに関する合意」の後、平成４(1992)年９月に「北海道とロシア連

邦極東地域との経済協力に関する常設合同委員会」を設立し、第１回定例会議において、具体的な経済協力案件を登載した

「北海道とロシア連邦極東地域との経済協力プログラム」を策定しました。この経済協力プログラムは、北海道とロシア連邦極東地

域の沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン州との間で、相互の協力を基本とした、概ね５年間で実行すべき案件や双方の行政

が経済協力促進のために講ずる支援措置などについて取りまとめたものです。

第１期（平成４(1992)～平成９(1997)）及び第２期（平成10(1998)～平成14(2002)）の経済協力プログラムでは、函館・ユジノサハ

リンスク及び新千歳・ユジノサハリンスク間の定期航空路の開設や稚内・コルサコフ及び小樽・ホルムスク間のフェリー定期航路の

開設、さらには、ユジノサハリンスク市への「北海道サハリン事務所」や民間企業が中心となり設立した「北海道ビジネスセンター」

の設置など、主に交通アクセスや交流拠点の整備に力を注いできました。

平成15(2003)～平成19(2007)の第３期には、名称を経済協力発展プログラムに改め、第２期までの成果を土台に、両地域間の
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互恵的な経済交流が民間企業を中心に自主的・自立的に展開されることを目ざし、経済交流推進上の障害除去のための協議や

両国間のプレゼンテーションの実施、経済ミッションの派遣など、企業の事業展開に向けた環境づくりを進めてきました。

第３期のプログラム策定から５年が経過したため、平成20(2008)年２月、サハリン州ユジノサハリンスク市で開催された常設合同

委員会第14回定例会議において、第４期の経済協力発展プログラムが策定されました。このプログラムでは民間企業主体の取組

を促進するという第３期プログラムの基本的考え方を継承しつつ、よりビジネスにつながる取組を強化することとしているほか、北

海道とロシア連邦極東地域の生活や経済活動に大きな影響を及ぼすオホーツク海や日本海の海洋環境の保全に向けた交流な

どが新たに加えられています。

(3) サハリン大陸棚石油・天然ガス開発プロジェクト（サハリンプロジェクト）関連ビジネスへの参入支援

サハリン大陸棚沖で開発が進められているサハリンプロジェクトは、長期にわたる巨額投資が見込まれる国際プロジェクトであり、

地理的緊密さや寒冷地技術に優位性を持つ本道にも大きな経済波及効果をもたらすものと期待されています。

道では、平成７(1995)年にワーキンググループを設置し、講演会やセミナーを開催するなどプロジェクトに関する情報収

集や提供を行ってきたほか、道は平成９(1997)年９月の北海道知事とサハリン州知事との「共同声明」に基づき、平成10(1998)

年、企業や経済団体、地域の協議会などからなる「サハリンプロジェクト北海道協議会」を設立し、サハリン州側との定期的な協議

や意見交換、道のホームページ上でのロシアビジネスに関する基礎的情報・法律情報データベースの公開など、サハリンプロジェ

クト関連分野を含むロシアビジネスへの道内企業の参入及び道内各地域の後方支援機能の活用促進を支援するための取組を積

極的に進めてきました。

本格稼働したサハリン１・２プロジェクトでは、サハリン企業との現地合弁会社の設立やプロジェクトで使用する資機材の納入、建

設工事や浚渫工事への下請受注など、プロジェクト関連ビジネスに多くの道内企業が参入を果たしました。

サハリン３以降のプロジェクトについても、道では、引き続き、サハリン州側との意見交換のほか、北海道サハリン事務所によるプ

ロジェクト関連情報の収集など状況の把握に努め、ホームページや各種セミナー等を通じた情報提供など、道内企業のプロジェク

ト関連ビジネスへの参入促進に向けた取組を進めていきます。

(4) 今後の対ロシア経済交流

ロシア連邦極東地域は、エネルギー、水産物等の豊富な天然資源に恵まれた地域であり、政治経済の安定化、法・税制度の整

備、市場経済化の進行により、本道とロシア連邦極東地域との経済交流の環境は整いつつあります。また、サハリンプロジェクトに

ついて、サハリン１及びサハリン２のプロジェクトは、原油・ガスのパイプライン建設工事が完成しましたが、サハリン３をはじめ他の

プロジェクトについては、事業主体による試掘・探査が行われている状況です。他方、商慣習の相違や、通関手続きの煩雑さ等の

ビジネス上の阻害要因により、依然として、ロシア連邦極東地域への具体的なビジネスの展開に消極的な傾向も見られます。

こうした状況を踏まえ、道は、経済協力発展プログラムに基づく事業の円滑な推進に努め、道内企業のロシア連邦極東地域へ

の事業展開を促進するための環境整備などを図っていくこととしています。

本道とロシア連邦極東地域との経済交流を進めることは、それぞれの地域経済の発展にとって重要であるということだけでなく、

日本とロシア連邦との全般的な関係進展にも貢献するものであるという認識を持ち、経済交流の推進に努める必要があります。

３ アジア地域との経済交流の推進

(1) 東アジア地域との経済交流

近年著しい経済成長を遂げ、世界貿易の中での比重を高めてきた東アジア地域（中国、香港、台湾、韓国、ASEANの

国や地域）は、我が国と地理的に近く、歴史的・文化的にも密接な関係があり、多くの人口を背景とした巨大な市場を持つ地域で

あることから、道内企業がグローバルな事業展開を進める上で重要な地域となっています。

このため道では、東アジア地域との経済交流を促進するための海外拠点として、平成14(2002)年11月には北東北三県と合同で

ソウル市に「北東北三県北海道ソウル事務所」を、平成22(2010)年１月には北京市に「北海道北京デスク」を、平成23(2011)年12月

には「北海道上海事務所」を設置し、観光客の誘致、貿易の振興、道内企業の海外展開の支援、企業誘致などに努めています。

さらに、東アジアの主な都市に「北海道海外貿易協力員」を配置し、各国の情報収集に努めているほか、特に、近年、経済成長

が著しい中国については金融機関の協力を得て道職員を大連に駐在させています。

このほか、韓国では平成24(2012)年５月に健康食品・コスメのプロモーションを行ったほか、シンガポール及び台湾におけるテス

ト販売、タイへの経済ミッションの派遣など東アジア各国との経済交流を推進しています。
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(2) 中国・東北３省との経済交流

中国の東北地方に位置する黒竜江省、吉林省、遼寧省の３省は、大豆、とうもろこしなどの農産物の生産が盛んで、石油、石

炭、木材などの資源にも恵まれた地域であり、また、対外開放政策の下で、工業生産の拡大と外国からの資本・技術の導入に積

極的に取り組んでいます。

これら３省は、本道に地理的に近く、従来から大豆、とうもろこし、木材等の貿易実績があること、中国側の経済成長がめざまし

く、中国のWTO加盟などにより巨大な市場として期待されていること、平成10(1998)年６月に新千歳～瀋陽間、平成19(2007)年５

月に新千歳～大連間の定期航空路が開設されたことなどから、多くの道内企業も関心を寄せています。

このため道では、穀物、木材、石炭などの輸入、水産加工品などの輸出を促進するとともに、中国側の産業技術力の向上に協

力することによって、双方の経済交流を拡大していくこととしています。

道は、平成元(1989)年に北海道経済代表団を東北３省に派遣し、商工業などの分野における情報交換や経済代表団

の相互派遣を行う経済交流に関する覚書の締結に合意しました。その後、道内企業、関係団体等からなる代表団を派遣して、各

省政府と経済交流案件についての協議や工場視察、現地商談会などを行ってきました。

その後、道内金融機関が相次いで拠点を構えるとともに、道内企業と中国企業との商談会を開催するなど、今後も本道と中国・

東北３省との一層の経済交流の拡大が期待されます。

４ その他地域との経済交流

(1) カナダ・アルバータ州との経済交流

カナダ・アルバータ州は、小麦、牛肉などの生産が盛んで、石油、天然ガス、石炭、木材などの資源にも恵まれた地域であり、本

道にとって、原材料の調達などにおいて経済交流のメリットが期待されます。

道と州政府は、昭和60(1985)年に両地域の経済交流を促進するための「北海道・アルバータ州経済交流委員会」を設置し、翌

年から平成５(1993)年まで、経済代表団の派遣と受け入れを交互に行ってきました。

経済交流委員会においては、農業、林業、住宅産業の分野に関心が示され、双方の企業が交流する機会をつくる必要があると

いう点で一致し、寒冷地住宅建設技術や林産品の研究等に関する情報交換、技術者の相互交流などを進めるとともに、ビジネス

セミナーや商談会を開催することで合意し、昭和62(1987)年から平成５(1993)年までの間、民間企業主体の経済ミッションの

相互派遣を行ってきました。

また、道では民間企業等への貿易・投資情報の提供等を行うため、平成７(1995)年からは、貿易投資懇談会の開催など

のプロモーション事業等を実施し、平成13(2001)年度からは、貿易関係団体によるセミナーや研修会等を実施しています。 こ

れらにより、アルバータ州からの畜産物、ログハウス資材、木製伝統家具等の輸入、２×４（ツーバイフォー）工法住宅を製造・販売

する合弁企業の設立、道内の金融機関とアルバータ州政府による両地域の貿易・投資情報の交換に関する業務提供などが実現

したところであり、また、平成22(2010)年11月には、北海道養蜂協会とアルバータ州養蜂協会との間で「交流協定書」が締結され、

「養蜂技術の交流」が進められています。

(2) アメリカ・マサチューセッツ州との経済交流

アメリカ・マサチューセッツ州は、州都ボストンにハーバード大学、マサチューセッツ工科大学など世界的にトップレベルの大学

があり、それらの研究機関が産業界をスポンサーとして新技術の研究開発を進め、その成果を生産に直結させるシステムが形成さ

れており、マイクロコンピューター、ソフトウェア、バイオテクノロジーなどハイテク産業が集積している地域です。

本道が開拓初期に技術指導を受けるために招へいした学者、技術者の中に、クラーク博士ほか、同州出身者が多かったという

歴史的なつながりを背景として、道と同州は、平成２(1990)年に姉妹提携を締結し、平成３(1991)年には、それを契機に産業経済

面での交流を促進していくことに合意しました。

このため道では、双方に集積しているソフトウェアやバイオ産業を中心に据え、道内のソフトウェアやバイオ産業関係企業など

を団員とした経済ミッションを派遣(平成４(1992)年～平成６(1994)年)してきました。平成７(1995)年からは、民間企業等へ

の貿易・投資情報の提供などを行うため、貿易投資懇談会などのプロモーション事業を主体とした取組を行い、平成13(2001)年

度からは、貿易関係団体によるセミナーや研修会なども開催しました。

また、平成25(2013)年３月には、ボストンで開催される国際水産見本市に北海道ブースを設け、道産水産品のプロモーションを

行う予定です。

(3) その他の地域との経済交流

その他の地域については、北海道国際ビジネスセンターの機能を有効に活用しながら、（独）日本貿易振興機構

(JETRO)などと連携して海外と道内各地域との地域相互交流を促進するとともに、世界の様々な地域に関する各種セミナーやフ
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ォーラムへの参加や、外国の経営者、在日公館の経済関係者などが来道する機会をとらえた情報交換などを行っています。

第２節 企業活動の国際化

経済活動のグローバル化が一層進む中、外資系企業の道内立地や道内企業の海外進出など、諸外国との投資交流が進んでいま

す。

１ 外資系企業の立地状況

平成13(2001)年から平成23(2011)年までの11年間に北海道に進出した外資系企業（外資比率50％以上でかつ1,000㎡以上

の用地を取得した企業）は４件となっています。

道では、外国からの企業立地を促進するため、外資系企業に対する企業訪問を行うほか、日本貿易振興機構（JETRO）などから

情報収集活動を行っています。

このほか、官民一体となった企業誘致の推進機関として、経済界など18の機関で構成する「北海道企業誘致推進会議」

を設置して、国内外の企業に対する誘致活動や外国語版企業立地ガイドブックの作成による情報発信などを行っています。

企業立地状況

（単位：件、％）

区 分 北 海 道 全 国 全国シェア

年 道内企業 道外企業

平成 13（2001） ５９（０） ４３ １６ １,１２３（９） ５.３

平成 14（2002） ３５（０） ２６ ９ ８４４（１０） ４.２

平成 15（2003） ４６（１） ３９ ７ １,０５２（１４） ４.４

平成 16（2004） ５１（０） ４５ ６ １,３０２（２０） ３.９

平成 17（2005） ５７（０） ４８ ９ １,５４５（８） ３.７

平成 18（2006） ６２（０） ４７ １５ １,７８２（１２） ３.５

平成 19（2007） ６５（０） ５４ １１ １,７９１（９） ３.６

平成 20（2008） ３５（１） ２４ １１ １,６３０（１４） ２.１

平成 21（2009） ３５（０） ２８ ７ ８７３（７） ４.０

平成 22（2010） ２０（０） １８ ２ ７８６（９） ２.５

平成 23（2011） ２７（１） ２１ ６ ８６９（8） ３.１

（経済産業省「工場立地動向調査」）

〔注１〕 工場立地動向調査は、工業立地法に基づき工場立地の実態を把握するため、工場又は事業場を建設することを目的とし

て、1,000㎡以上の用地を取得したものを対象に、昭和42(1967)年から経済産業省が実施している調査

〔注２〕 表の（ ）内の件数は、外資系企業（外資比率50％以上）の立地件数で内数

〔注３〕 道外企業とは、本社所在地が道外の企業

２ 道内企業の海外進出

日本貿易振興機構(JETRO)の「道内企業の海外進出企業リスト」」(平成24(2012)年３月時点)によると、海外に進出している道内企

業は101社、175カ所となっており、平成18(2006)年の154社、254カ所をピークに減少傾向にあります。進出拠点数は、中国が88カ所

(50.3％)と最も多く、次いで、台湾、米国が各々13カ所(7.4％)、韓国、タイ、インド、ロシアが各々７カ所、ベトナムが６カ所と続いてい

ます。
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第３節 本道の国際観光

１ 訪日外国人来道者数の状況

北海道は、雄大な自然、豊かな山海の恵み、厳しい開拓の歴史の中で形成されてきた生活風土など、独特の魅力を有する北の

大地であり、魅力的な観光地として、国内だけではなく東アジアを中心とする諸外国からも高い評価を得ています。

平成23(2011)年度の訪日外国人来道者数の状況は、東日本大震災や原発事故の影響により、第１四半期及び第２四半期はそれ

ぞれ前年度比６１.６％及び３７.３％の大幅な減少となりましたが、第３四半期には台湾が前年度を上回るなど、台湾が全体の回復を

牽引する中、その他の国・地域も回復が進み、第３四半期には全体として概ね前年度並みの水準に戻りましたが、通年では前年度

に比べて２３.２％の大きな減少となりました。国・地域別の状況は、最も多いのが台湾で19万1,200人（前年度比4.1％増）、次いで中

国10万1,400人（同25.2％減）、韓国8万9,700人(同39.8％減)の順番となっています。

訪日外国人来道者数（実人数）の推移

（単位：人）

国 ・ 地 域 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

中 国 5,800 12,050 15,650 17,350 26,950 47,400 92,700 135,500 101,400

韓 国 61,200 63,850 70,050 133,850 169,300 139,100 135,300 148,900 89,700
ア

台 湾 119,750 208,600 276,800 267,900 277,400 227,600 180,850 183,700 191,200

香 港 56,600 82,750 86,500 86,050 108,000 126,000 127,550 87,100 56,200
ジ

シンガポール 4,000 6,000 11,800 18,950 37,150 45,300 40,450 28,800 17,700

マレーシア 4,550 10,300 8,400 21,700 12,400
ア

タ イ 4,200 5,250 5,650 10,350 2,150 3,800 6,300 18,400 9,700

そ の 他 7,300 8,800 10,550 - -

欧 ロ シ ア 6,950 6,700 5,900 5,850 6,050 6,900 5,050 11,300 7,400

州 そ の 他 6,400 6,200 6,850 9,550 8,400 12,500 11,200 - -

北 米 国 7,850 9,100 8,750 9,700 10,850 14,350 12,700 21,200 16,300

米 カ ナ ダ 930 1,100 950 1,350 1,350 2,100 2,000 9,300 6,600

中 南 米 400 400 450 400 450 850 500 - -

ア フ リ カ 350 300 300 400 400 500 450 - -

オーストラリア 7,550 14,650 18,900 22,950 33,350 29,450 32,100 25,600 20,500

その他のオセアニア 550 800 700 800 1,150 1,350 2,650 - -

不明・その他 11,250 9,300 4,400 5,200 16,150 12,850 6,600 50,200 40,600

合 計 293,780 427,050 513,650 590,650 710,950 689,150 675,350 741,700 569,700

（道経済部観光局調べ:※平成22年度から新算定方式により調査）

２ 本道観光の国際化の取組

外国人観光客の誘致を図ることは、観光振興と国際交流を推進する上で重要であり、本道においても、積極的な宣伝誘致活動や

受け入れ環境の整備を行っています。

(1) 海外宣伝誘致事業

道では、平成20(2008)年度に策定した「北海道外客来訪促進計画」に基づいて、(社)北海道観光振興機構や関係団体・機関と

連携を図り、台湾、韓国、中国、香港、シンガポール（中核５カ国・地域）などの東アジア地域を中心に、国際旅行博への出展、マ

スコミや旅行エージェントの招へい、様々な媒体を活用したＰＲ、観光ミッションの派遣のほか、観光消費額の多い海外富裕層をは

じめ、ゴルフ、バードウォッチングなどをテーマとした新規顧客層の開拓など、観光客の誘致活動を展開しています。また、道外・

国外の多くの方々の来道につながる国際会議やコンベンション、東アジア地域からのインセンティブ旅行（企業の報奨旅行）など

のＭＩＣＥの誘致促進に取り組んでいます。

こうした取組に加え、東日本大震災や原発事故の影響により減少した外国人観光客の回復・拡大を図るため、中核５カ国・地域

に対して、北海道の安全性のＰＲを行うなど、消費者に向けた取組を進めています。

また、平成15(2003)年度から国が実施している「ビジット・ジャパン事業」とも連携を図り、道内の地域が独自に行う宣伝誘致活動

を支援していくほか、海外からの教育旅行の誘致に向けた取組を進めています。
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（2) 外国人観光客の受け入れ整備

道では、「北海道外客来訪促進計画」を踏まえ、増加する外国人観光客に対して外国語で対応できる人材として通訳ガイドの育成

を進めた他、外国人観光客が一人でも安心して快適に旅行できるよう、外国人観光客受け入れ研修会の実施などに取り組んでいま

す。

また、この計画を効果的かつ機動的に推進し、国際的にも通用する質の高い観光地・北海道を実現するため、観光関係者のホス

ピタリティの向上や、観光案内板などの外国語対応の充実・強化など受け入れ環境の一層の整備に向けて、道民、観光事業者、観

光関係団体、行政が協働して取り組んでいくこととしています。

この計画を効果的かつ機動的に推進し、国際的にも通用する質の高い観光地・北海道を実現するため、観光関係者のホスピタリ

ティの向上や、観光案内板等の外国語対応の充実・強化など受け入れ環境の一層の整備に向けて、道民、観光事業者、観光関係

団体、行政が協働して取り組んでいくこととしています。

第４節 空港・港湾の国際化

道内には多くの港や空港があり、新千歳空港を中心として海外との交通、輸送体系の整備が進められています。

１ 空港の国際化

(1) 新千歳空港

新千歳空港は、昭和63(1988)年７月にＡ滑走路(3,000m)が供用を開始し、平成４(1992)年７月には新しい旅客ターミ

ナルビルが開業しました。平成８(1996)年４月にはＢ滑走路(3,000m)の供用が開始、平成22(2010)年３月には新しい国際線旅客タ

ーミナルビルがオープンし、北海道の航空ネットワークの中核を担っています。

平成元(1989)年６月に、初の国際定期便として「新千歳－ソウル線」が就航して以来、新たな路線の開設が相次ぎ、

現在では東アジアを中心に10路線（運休中の路線を除く）が就航しているほか、マレーシアやシンガポールなどからのチャー

ター便も運航しています。

また、同空港の地理的条件や周辺土地の利用可能性などの様々な優位性を生かしながら、人やものが活発に交流する日本の

北の国際航空ネットワークの拠点を目ざす「新千歳空港の国際拠点空港化」を推進しています。このため、平成６(1994)年６月から

の我が国初の24時間運用の開始に加え、国際航空路線の誘致、航空需要の開発、深夜・早朝時間帯発着枠拡大に向けた取組

などが進められており、同空港は本道の国際化を支える重要な基盤の一つとして位置づけられています。

(2) 函館空港

平成18(2006)年6月から「函館－ソウル線」が就航した（現在運休中）ほか、平成24(2012)年9月からは「函館－台北線」が就航

し、新たな国際定期航空路線の開設への期待が高まっています。

(3) 旭川空港

平成18(2006)年6月から「旭川－ソウル線」が就航しているほか、平成24(2012)年9月からは「旭川－台北線」が就航し、新たな国

際定期航空路線の開設への期待が高まっています。

国 際 空 港

国際航空貨客の出入国空港として、締約国によってその領域内に指定された空港で、税関、出入国、公衆衛生、動植物

検疫に付帯する手続き、および類似の手続きが行われる空港をいいます（国際民間航空条約（ICAO条約）の定義）。IC

AO条約の定義の趣旨にそって指定される道内の空港は新千歳空港、函館空港及び旭川空港。

(4) その他の地方空港

道内各地域で、地域の国際化、観光振興の観点から、海外からのチャーター便誘致に積極的に取り組んでおり、新千歳・函館
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・旭川以外の空港でも台湾を中心に国際チャーター便が運航されています。

女満別空港、中標津空港、紋別空港では、国際チャーター便の着陸料が全額免除となっています。

道内空港の国際旅客定期便の概要

（平成25(2013)年１月末現在）

空港 路 線 航空会社 開設年月日 便数・運航曜日

大韓航空 平成元(1989)6.2 週14往復（毎日）

ソウル線 イースター航空 平成23(2011).5.5 [平成24(2012)年3月から運休]

ジンエアー 平成23(2011).7.15 週5往復（月･火･木･金･日）

釜山線 大韓航空 平成18(2006).6.1 週3往復（火･木･土）

グアム線 ユナイテッド航空 平成2(1990).7.2 週4往復（月･木･金･日）

香港線 キャセイパシフィック航空 平成2（1990）.10.28 週7往復（毎日）

香港エクスプレス航空 平成20(2008).11.7 [平成24(2012)年3月から運休]

ホノルル線 ジャルウェイズ 平成4(1992).2.3 [平成15(2003)年10月から運休]

新 千 歳

ハワイアン航空 平成24（2012）.10.31 週3往復（水･金･日）

ケアンズ－メルボルン線 カンタス航空 平成4(1992).10.27 [平成19(2007)年10月から運休]

アムステルダム線 KLMオランタﾞ航空 平成9(1997).10.29 [平成14(2002)年2月から運休]

瀋陽線 中国南方航空 平成10(1998).6.28 [平成24(2012)年8月から運休]

大連線 中国南方航空 平成19(2007).5.2 [平成24(2012)年10月から運休]

ユジノサハリンスク線 サハリン航空 平成13(2001).7.22 週2往復（水･土）

ハバロフスク線 サハリン航空 平成22(2010).12.28 [平成23(2011)年3月から運休]

上海線 中国東方航空 平成13(2001).8.1 週5往復（火・水・金･土・日）

エバー航空 平成15(2003).3.30 週7往復（毎日）

台北線 チャイナエアライン 平成18(2006).7.1 週7往復（毎日）

トランスアジア航空 平成24(2012).9.4 週2往復（火･土）

北京線 中国国際航空 平成19(2007).4.18 週4往復（火・水・土・日）

バンコク線 タイ国際航空 平成24(2012).10.31 週4往復（月･水・金・日）

ユジノサハリンスク線 サハリン航空 平成6(1994).4.4 [平成21(2009)年7月から運休]

函 館 ソウル線 大韓航空 平成18(2006).6.1 [平成25(2013)年1月から運休]

台北線 トランスアジア航空 平成24(2012).9.9 週2往復（月･日）

エバー航空 平成24(2012).10.28 週3往復（水･木・日）

旭 川 ソウル線 アシアナ航空 平成18(2006).6.8 週2往復（水･土）

台北線 トランスアジア航空 平成24(2012).9.6 週1往復（木）

釧 路 台北線 トランスアジア航空 平成24(2012).9.7 週1往復（金）

(道空港港湾局空港活性化推進室調べ）

２ 港湾の国際化

海外との物流を支える基盤として港湾は重要な位置を占めており、近年は韓国や中国からのコンテナ船などが道内の港湾に多数

入港しています。

現在、本道と海外とを結ぶ定期コンテナ航路は苫小牧港から７航路、小樽港及び石狩湾新港から各２航路、室蘭港、釧路港及び

函館港から各１航路があり、本道の貿易の振興に大きな役割を果たしています。

また、ＣＩＱ※体制は、関税法に基づく開港指定が12港、出入国管理及び難民認定法に基づく出入国港指定が11港、検疫

関係の指定が12港(部分的指定を含む。)となっています。
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このほか、ロシア極東地域との経済交流の拡大などを目ざし、平成７(1995)年４月に両国のフェリー船社が共同で日ロフェリー定期

航路を開設し、平成11(1999)年５月からは日本側船社ハートランドフェリー(株)が「稚内～コルサコフ航路」を、平成12(2000)年４月か

らはサハリン側船社(サハリン船舶会社)が「小樽～ホルムスク航路」(平成14(2002)年10月からワニノまで延航）を運航しており、本道と

サハリン州の一層の経済・友好交流の促進が期待されています。(「小樽～ホルムスク航路」については、平成17(2005)年８月から運

航を休止しています。）

※ ＣＩＱ：（税関(Customs)、出入国管理(Immigration)、検疫(Quarantine)を略したもので、人やものが出入国する時に必要な手続きのこと

北海道の外航定期航路

（平成24(2012)年１月末現在）

港 湾 航 路 名 区 分 寄 港 地 開 設 年 月 日 便 数

苫小牧港 北米航路 貨物コン バンクーバー－シアトル－苫小牧－茨城－博多－釜山－ 昭和63(1988)年７月 隔週１便

(西岸) テナ 大阪－名古屋－清水－東京－シアトル－バンクーバー

韓国航路 コンテナ 釜山－釜山新港－苫小牧－（室蘭）－釜山 平成６(1994)年10月 週１便

※室蘭は隔週寄港

釜山－釜山新港－苫小牧－石狩湾新港－釜山 平成６(1994)年10月 週１便

釜山－釜山新港－石狩湾新港－苫小牧－釜山 平成21(2009)年２月 週１便

釜山－伏木富山－苫小牧－新潟－釜山 平成15(2003)年５月 週１便

中国・韓国 コンテナ 釜山－新潟－苫小牧－函館－八戸－釜山－蔚山－光陽 平成14(2002)年６月 週１便

航路 －寧波－上海－釜山

釜山－新潟－苫小牧－釧路－八戸－仙台塩釜－釜山－ 平成７(1995)年４月 週１便

蔚山－光陽－釜山新港－大連－青島－光陽－釜山

室 蘭 港 韓国航路 コンテナ 釜山－釜山新港－苫小牧－室蘭－釜山 平成20(2008)年８月 隔週１便

石 狩 湾 韓国航路 コンテナ 釜山－釜山新港－苫小牧－石狩湾新港－釜山 平成15(2003)年10月 週１便

新 港

釜山－釜山新港－石狩湾新港－苫小牧－釜山 平成９(1997)年７月 週１便

釧 路 港 中国・韓国 コンテナ 釜山－新潟－苫小牧－釧路－八戸－仙台塩釜－釜山－ 平成14(2002)年８月 週１便

航路 蔚山－光陽－釜山新港－大連－青島－光陽－釜山

小 樽 港 中国航路 コンテナ 上海－境港－金沢－新潟－伏木富山－小樽－伏木富山 平成14(2002)年９月 週１便

－金沢－上海

中国航路 コンテナ 大連－青島－上海－伏木富山－小樽－伏木富山－大連 平成14(2002)年９月 週１便

サハリン航路 フェリー 小樽－ホルムスク－ワニノ ※平成17年８月から運航休止 平成７(1995)年４月

函 館 港 中国・韓国 コンテナ 釜山－新潟－苫小牧－函館－八戸－釜山－蔚山－光陽 平成17(2005)年５月 週１便

航路 －寧波－上海－釜山

稚 内 港 サハリン フェリー 稚内－コルサコフ 平成７(1995)年４月 年28便

航路 (6～9月）

（道空港港湾局調べ）
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第５章 国際会議等の誘致・開催

第１節 国際会議の誘致推進

１ 国における取組

平成20(2008)年７月４日、政府において、北海道洞爺湖サミットの開催に先立ち、「国際会議等の北海道開催の推進について」の

閣議了解が行われ、北海道への国際会議の誘致を促進することとされ、７月29日には、国が必要な支援を行っていくための省庁連

絡会議（事務局：国土交通省北海道局）が設置されました。

閣 議 了 解

国際会議等の北海道開催の推進について

平成20年７月４日

１ 本日閣議決定された「地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画」においては、「アジアに輝く北の拠点

～開かれた競争力ある北海道の実現」を戦略的目標のひとつとして掲げ、北海道洞爺湖サミットの開催等を活用し、

国際会議や国際的な規模で開催される行事の誘致を促進することとされている。

北海道では、サミットの開催を契機に、従来から進めてきた国際会議等の誘致の取組を強化することとしており、

政府としても、新たな北海道総合開発計画を着実に推進する観点から、北海道による取組の強化に応じて今後必要

な支援を行っていくこととする。なお、民間の国際会議等の北海道開催につき、民間にも協力を求めていくものと

する。

２ 上記の必要な支援を行っていくために、各省庁連絡会議を設け、所要の調整を行うこととし、その庶務は国土交

通省において処理する。

・省庁連絡会議の開催状況

第１回：平成20年７月29日

第２回：平成20年10月24日

第３回：平成21年７月13日

第４回：平成22年５月11日

第５回：平成23年７月27日

第６回：平成24年８月１日

２ 北海道における取組

(1) 推進体制

道では、国土交通省北海道局と連携を図るとともに、ポスト・サミットの取組として北海道洞爺湖サミットの成果を将来にわたって

持続させ、本道全体の活性化に結びつけていくため、平成20（2008）年９月11日に、オール北海道で国際会議等の誘致に取り組

む「北海道国際会議等誘致推進会議」を設置しました。

併せて、総合政策部知事室国際課内に国際会議誘致のワンストップ窓口を設けるとともに、庁内各部の担当課長で構成する

「国際化推進会議国際会議等誘致推進部会」を設置し、様々な国際会議の誘致を進めています。

北海道国際会議等誘致推進会議構成団体

・北海道 ・社団法人北海道観光振興機構

・札幌市 ・北海道農業協同組合中央会

・北海道市長会 ・ホクレン農業協同組合連合会

・北海道町村会 ・北海道漁業協同組合連合会

・北海道経済連合会 （顧問）

・社団法人北海道商工会議所連合会 ・北海道経済産業局

・北海道経営者協会 ・北海道開発局

・北海道経済同友会 ・北海道運輸局
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(2) 主な誘致活動

① ＤＶＤ「リアル北海道」

北海道の食や観光、環境など多彩な魅力を国内外に発信するプロモーションツールとして、社団法人北海道観光振興機構

及び財団法人札幌国際プラザと協力して作成し、誘致活動などに活用。

・作成枚数1,000枚（日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語対応）

② 公式ウェブサイト（http://www.hiecc.or.jp/hcg/）

国際会議の主催などに、本道の国際会議開催に関する優位性や、会議・宿泊施設などの情報をインターネットを通じて紹介

する公式ウェブサイトを開設。

・市町村情報、会議・宿泊施設情報、コンベンションビューロー情報、観光情報など

・日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、ロシア語対応

③ ＰＲリーフレット

各省庁や諸外国などに国際会議の開催適地として北海道を紹介するＰＲリーフレットを作成し、誘致活動に活用。

・作成部数30,000部

・日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、ロシア語対応

④ 誘致・要請活動

国際会議などの北海道開催の推進に係る各省庁連絡会議での議論や各種調査などに基づき、数年以内に日本での開催

の可能性がある国際会議から、世界的な知名度の向上やプレゼンスの恒常に寄与するもの、本道の特性や優位性を生かすも

の、国際観光の推進に寄与するものといった観点から誘致対象を選定し、関係省庁や団体等を定期的に訪問し、詳細な情報

収集を行うとともに、誘致実現に向けた効果的な要請活動などを実施。

＜誘致した国際会議＞

会 議 の 名 称 開 催 年 月 日 開催地

第１回Ｇ８水と衛生に関する専門家会合 平成20年12月16日～17日 帯広市

第５回日本・太平洋諸島フォーラム首脳会議（太平洋・島サミット） 平成21年５月22日～23日 占冠村

第８回日豪観光交流促進協議 平成21年６月１日～２日 ニセコ町

第７回日ＡＳＥＡＮ次官級交通政策会合 平成21年６月15日～19日 函館市

第１２回日中韓三カ国環境大臣会合 平成22年５月22日～23日 千歳市、苫小牧市

日本ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合 平成22年６月５日～６日 札幌市

第１５回日・オーストリア２１世紀委員会 平成23年５月22日～23日 小樽市

第５回日中航空政策対話 平成24年６月14日～15日 釧路市

第１３回北東アジア港湾局長会議・北東アジア港湾シンポジウム 平成24年10月7日～10日 小樽市、札幌市

第２７回日韓観光振興協議会 平成24年10月28日～30日 函館市
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⑤ 市町村との連携

道内市町村の会議施設や宿泊施設、アクセスなどの状況を把握するとともに、道内のコンベンションビューローなどと連携。

＜道内のコンベンションビューロー＞

・公益財団法人札幌国際プラザ ・社団法人釧路観光協会

・公益社団法人函館国際観光コンベンション協会 ・コンベンションシティ北見推進協議会

・旭川コンベンションビューロー ・財団法人北海道大沼国際交流協会

・社団法人帯広観光コンベンション協会

第２節 国際会議の開催状況

１ 北海道洞爺湖サミット

(1) 開催年月日

平成20(2008)年７月７日～９日

(2) 開催地

洞爺湖町（ザ・ウィンザーホテル洞爺）

(3) 参加国・参加者

・Ｇ８各国（日本、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、英国、米国）の首脳及び欧州連合の委員長

・アフリカ諸国（アルジェリア、エチオピア、ガーナ、ナイジェリア、セネガル、南アフリカ、タンザニア）の首脳及びアフリカ連合の

委員長

・主要経済国（オーストラリア、ブラジル、中華人民共和国、インド、インドネシア、韓国、メキシコ）の首脳

・国際機関（国際連合、世界銀行、国際通貨基金、経済協力開発機構、国際エネルギー機関）の代表者

(4) 会合の概要

３日間にわたり、Ｇ８の会合や拡大会合などが開催され、世界経済や環境・気候変動、開発・アフリカ、政治問題をテーマに議論

が行われ、「Ｇ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言」や「世界の食料安全保障に関するＧ８首脳声明」などの成果が発表されました。

また、サミットに合わせて、配偶者プログラムが開催され、各国の首脳夫人は十二単着付けデモンストレーションやお茶会などの

日本文化を体験されたほか、北のまるしぇや北海道情報館などの視察、記念植樹などを通じて道民との交流が図られました。

(5) 北海道の取組

平成19(2007)年６月18日に、官民一体となった「北海道洞爺湖サミット道民会議」を設置し、オール北海道でサミットの成功を目

ざすとともに、本道の活性化に資するため、開催支援や北海道の発信、おもてなし、子どもたちの未来に繋がる様々な事業に取り

組みました。

○主な取組

・宿泊予約センターの開設 ・歓迎レセプション

・ボランティアの配置 ・花いっぱいでお迎えプロジェクト

・プレスツアー ・ガイアナイト

・北海道情報館の開設 ・Ｊ８サミット

・記念植樹 ・各種情報誌による発信
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２ 第５回日本・太平洋諸島フォーラム首脳会議（太平洋・島サミット）

(1) 開催年月日

平成21(2009)年５月22日～23日

(2) 開催場所

占冠村（ホテルアルファ・トマム）

(3) 参加国・参加者

太平洋諸島フォーラム（PIF）に加盟している16の国・地域（ニウエ、キリバス、ミクロネシア、ナウル、マーシャル諸島、パラオ、サ

モア独立国、パプアニューギニア、クック諸島、トンガ、ツバル、ソロモン諸島、バヌアツ、ニュージーランド、オーストラリア、フィジー

諸島）と日本の首脳、太平洋諸島フォーラム事務局長

(4) 会合の概要

２日間にわたって、首脳会議や二国間会談が行われ、環境・気候変動問題や、人間の安全保障の視点を踏まえた脆弱性の克

服、人的交流の強化などについて議論が行われ、太平洋島嶼国への経済的な支援や太平洋環境共同体の設置、環境・気候変

動問題への取組などを盛り込んだ「北海道アイランダーズ宣言」が発表されました。

また、夫人プログラムでは、着物の着付けや茶道、巻き寿司づくりといった体験プログラムのほか、着物を活用したリメイク・ファッ

ションショーやアイヌ民族舞踏などを通じて道民と交流が行われました。

さらに、最後の地元交流プログラムでは、各国の首脳夫妻と地元の小学生とによる環境や国際理解などについての意見交換が

行われ、一層の交流が深められました。

(5) 北海道の取組

平成21(2009)年２月20日に、「太平洋・島サミット歓迎実行委員会」を設置し、官民一体となって、北海道開催に向けた機運醸成

や事前準備などに取り組みました。

○主な取組

・ポスター原画コンテスト ・知事主催昼食会

・歓迎セレモニー ・北海道紹介パネル展

・総理主催晩餐会でのアトラクション披露

３ 第１２回日中韓三カ国環境大臣会合

(1) 開催年月日

平成22(2010)年５月22日～23日

(2) 開催地

千歳市（しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌）、苫小牧市（ホテルニドム）

(3) 参加国・参加者

日本、中華人民共和国、韓国の環境大臣

(4) 会合の概要

初日に２国間による大臣会合、２日目に三カ国環境大臣会合（ＴＥＭＭ）が開催され、気候変動や生物多様性保全などの地球
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規模の課題、黄砂や越境大気汚染、海洋漂着ゴミなどの地域の課題などについて討議され、「環境協力に係る三カ国共同行動計

画」と「共同コミュニケ」が採択されました。

(5) 北海道の取組

道と千歳市、苫小牧市が連携して、大臣や政府関係者を歓迎するおもてなしや北海道の魅力をＰＲする情報発信などの事業に

取り組みました。

○主な取組

・環境施策プレゼンテーション ・夕食会でのアイヌ民族舞踏の披露

・ウェルカムボードの設置や太鼓演奏による歓迎セレモニー ・北海道主催昼食会

・物産展示

４ 日本ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合、第２回高級実務者会合及び関連会合

(1) 開催年月日

平成22(2010)年５月26日～６月６日

(2) 開催地

札幌市（札幌プリンスホテル国際館パミール、札幌コンベンションセンター）

(3) 参加国・参加者

・ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）に参加している21の国・地域（オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、中華人民共和国、

香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、

シンガポール、チャイニーズタイペイ、タイ、米国、ベトナム）の貿易担当大臣及び政府関係者

・国際機関（世界貿易機関、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会、アジア太平洋経済協力、東南アジア諸国連合、太平洋経済協力会議）

の代表者

(4) 会合の概要

会合は、５月26日から６月２日までの日程で関連会合、６月３日、４日で第２回高級実務者会合、６月５日、６日で貿易担当大臣

会合が開催され、ボゴール目標の達成評価、地域経済統合の強化のための作業の方向性、成長戦略の策定、人間の安全保障

の推進などを中心に議論が交わされました。

最終日には、会合の成果として、アジア太平洋自由貿易圏構想の実現に向けた道筋を示すことなどが盛り込まれた「議長声

明」と「多角的貿易体制の支持と保護主義の抑止に関する閣僚声明」が発表されました。

(5) 北海道の取組

平成21(2009)年７月８日に、道、札幌市、道内の経済・産業関係団体などで構成する「2010年ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合北海道

・札幌実行委員会」を設立し、会合開催に向けた機運醸成や、開催支援、北海道ならではのおもてなし、北海道の魅力発信など

の事業に取り組みました。

○主な取組

・道産食の発信イベント ・プレスツアー

・記念植樹 ・歓迎カード原画コンテスト

・エクスカーション ・北海道・札幌情報コーナーの開設

・歓迎レセプション ・宿泊予約センターの開設

・記念フォーラム、シンポジウムの開催
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５ 第５回日中航空政策対話

(1) 開催年月日

平成24(2012)年６月14日～15日

(2) 開催地

釧路市（あかん湖鶴雅リゾートスパ鶴雅ウィングス）

(3) 参加国・参加者

日本及び中華人民共和国の航空担当省の次官級、政府関係者

(4) 会合の概要

本政策対話では、「国際的に今後各国の策定が義務づけられているＳＳＰ（航空分野に関する国家安全プログラム）の策定に向

けた取組」や「アジア太平洋地域における安全かつ円滑な航空交通の実現に資するよう次世代航空システムに関する協力｣、「ＬＣ

Ｃ及びビジネスジェットに関する取組についての情報交換」等の事項について、幅広い情報・意見交換が行われました。

(5) 北海道の取組

釧路市と連携して、両国の参加者を歓迎するおもてなしや、釧路市の魅力をＰＲする情報発信などの事業に取り組みました。

○主な取組

・歓迎レセプション ・夕食会でのアイヌ民族舞踏及び伝統和太鼓の披露

・テクニカルツアー

６ 第１３回北東アジア港湾局長会議及び第１３回北東アジア港湾シンポジウム

(1) 開催年月日

平成24(2012)年10月７日～10日

(2) 開催地

小樽市（新日本海フェリー小樽フェリーターミナル）、札幌市（札幌プリンスホテル国際館パミール）

(3) 参加国・参加者

日本、中華人民共和国、韓国の港湾担当省の局長級、官民の港湾関係者

(4) 会合の概要

小樽市で開催された第１３回北東アジア港湾局長会議では、各国の港湾行政に関する情報交換や、これまで３年間にわたり各

国の専門家が参画する「共同研究ＷＧ」にて取り組んできた「持続可能な発展のための港湾グリーン戦略」、「北東アジア地域にお

ける地球温暖化を考慮した沿岸防災策」について取りまとめが行われました。

また、札幌市で開催された北東アジア港湾シンポジウムでは、「港湾における地球温暖化対策」及び「港湾開発・利用と地域振

興」をテーマに三カ国の研究者から発表があり、その後発表者と参加者による熱心な質疑がなされました。
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(5) 北海道の取組

三カ国の参加者を歓迎するおもてなしや、北海道の魅力をＰＲする情報発信などの事業に取り組みました。

○主な取組

・歓迎レセプション ・夕食会でのよさこいソーラン及び伝統和太鼓の披露

・観光ポスターの展示 ・観光パンフレットの配布

７ 第２７回日韓観光振興協議会

(1) 開催年月日

平成24(2012)年10月28日～30日

(2) 開催地

函館市（函館国際ホテル）

(3) 参加国・参加者

日本及び韓国の観光担当省の局長級、官民の観光関係者

(4) 会合の概要

日韓の観光交流促進に関する諸課題等について意見交換を行い、「日韓観光交流の更なる促進に向けた協力」や「観光へのリ

スクに対する相互協力」、「地方観光交流拡大への取組強化」について確認するとともに、２０１３年の日韓間の交流人口の目標を

７００万人とすることに合意されました。

(5) 北海道の取組

会議に参加して、両国の参加者に北海道の魅力をＰＲする情報発信などを行いました。

○主な取組

・会議での道内観光資源の情報発信 ・北海道、函館市ＰＲ資料の提供
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第６章 道内各地域の国際化の状況

第１節 道南地域

■道南地域の国際化関連指標

○姉妹友好提携市町村数…… ３市町（８組）

○市町村ＪＥＴ青年招致数…… 18人

○国際交流団体数…………… 32団体

○在住外国人数……………… 1,378人

（市町村ＪＥＴ青年招致数は、平成25(2013)年３月現在、その他は平成24(2012)年12月末現在の数値）

１ 市町村における国際化に関する取組

道南地域では、３市町８組が姉妹友好提携を結んでおり、函館市が昭和57(1982)年にカナダ・ノバスコシア州ハリファクス市、平成

４(1992)年にはロシア極東の中心都市であるウラジオストク市及びオーストラリア・ニューサウスウェールズ州レイクマコーリー市、平

成９(1997)年にはロシア・サハリン州ユジノサハリンスク市、平成13(2001)年には中国・河北省天津市(友好交流都市)、さらに平成23(2

011)年には韓国・京畿道高陽(コヤン)市と、また、瀬棚町（現：せたな町)が平成３(1991)年にアメリカ・カリフォルニア州ハンフォー

ド市と、さらに平成９(1997)年には七飯町がアメリカ・マサチューセッツ州コンコード町と姉妹友好都市提携を結び、市民訪問団

の派遣・受け入れなどの交流を行っています。また、松前町は高校生海外派遣がきっかけとなり、平成23（2011）年にフランス・ブザン

ソン市と地域連携協定を締結しています。

地域内に在住する外国人は1,378人で、在住・来道外国人に対する取組も行われています。函館市では、外国人の方々がより快

適な生活を送るため、外国人生活相談窓口を設置し、日本語教室を通年で開催しているほか「函館生活ガイドブック」を英語版と中

国語版で作成しています。このほか、英語、中国語（簡体字・繁体字）、ロシア語、韓国・朝鮮語、フランス語の「観光パンフレット」の

作成や、公共サインの外国語表示等各種事業を行っています。また、松前町、七飯町においても「観光パンフレット」を作成し、配

布しています。

函館市では、平成２(1990)年度に「函館市国際交流基金」を設置し、民間の団体が行う国際交流事業に対して助成を行

い、活動の促進を図っています。

交流事例交流事例交流事例交流事例

七飯町では、平成２(1990)年に「世界を結ぶ北緯42度の里」推進計画を作成し、国際理解を深め、世界に開かれた人材

の育成を目ざした「人・文化・情報」の発信基地となる拠点施設が建設され、平成４(1992)年８月には「北海道大沼国際セミナ

ーハウス」がオープンし、道南地域のみならず北海道における主要な国際交流拠点施設の一つとなっています。

函館市では、平成12(2000)年度から姉妹都市へ中学生を派遣する事業を毎年実施しており、平成24（2012）年度は高陽市に20人

を派遣しました。

函館市の姉妹都市であるカナダ・ハリファックス市からは、函館の冬の代表的な観光イベントとして定着したクリスマスファンタジーの

メインツリーとなる20ｍ級のモミの木が平成10（1998）年から毎年贈られています。

松前町では、平成22(2010)年度から郷土の賢人“蠣崎波響（かきざきはきょう）”が描いた「夷酋列像（いしゅうれつぞう）」を所蔵する

縁で、松前高校生徒をフランス・ブザンソン市に派遣し、ルイ・パスツール高校との交流を始めました。国際交流による松前文化の紹

介や書などの日本文化を情報発信できる能力、郷土への愛着と豊かな心が育成されることを目的としています。

七飯町が姉妹都市提携をしているアメリカ・マサチューセッツ州コンコード町への中高生派遣事業では、平成24(2012)年まで18回、

延べ128名の中高生を派遣しており、ホームステイ体験を通して、国際理解と日本文化を比較することによって、自分自身の認識、将

来への夢や生き方を考え直す出発点として位置づけ事業を展開しています。平成22(2010)年４月には地元七飯高校とコンコードカー

ライル高校の姉妹校提携調印式が正式に行われ、これを記念し、平成23（2011）年９月七飯高校訪問団として、59名がコンコード町を

訪問、全員がホームステイをし、現地で合同演奏会を開催するなど交流を深めました。平成24(2012)年10月には、姉妹都市提携15周

年を迎え、コンコード町において記念式典を開催、再盟約を交わし両町の末永い友好交流を確認しています。

上ノ国町では、平成９(1997)年度から次代を担う高校生を海外に派遣しています。オーストラリア・クイーンズランド州ブリスベン市ゴ

ールドコーストを視察、異文化を体験することにより国際的視野を持った幅広い人間形成を図り、さらには今後の国際交流の活性化を

図ることを目的としています。
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２ 国際交流団体の活動状況

道南地域には、現在32の国際交流団体が活動を行っており、各種の交流事業を行っています。平成17(2005)年から、函館市と近

郊の国際交流団体が主体となって、国際交流イベント「地球まつり」を開催しており、音楽や料理、ダンス、パネル展、団体の活動紹

介など、地域住民が気軽に楽しめるイベントとして定着しています。

函館市内に事務局を置く(財)北海道国際交流センター(HIF)では、在日留学生らが夏休みを利用して道南各地にホームステイし、

地域の人々と交流を深める「国際交流のつどい」や海外の大学生が夏の２カ月を函館市や函館市近郊の家庭にホームステイしなが

ら日本語や日本文化を学ぶ「日本語・日本文化講座夏期セミナー」を開催するなど、特色のある事業を実施しています。特

に、「国際交流のつどい」は、昭和54(1979)年から平成24(2012)年までに104の国と地域、延べ6,705人が参加し、留学生と

ホストファミリー、小中学生が交流を通して相互理解を深めていくことに大きな役割を果たしています。また、平成23(2011)年から

は農業や環境分野との連携をとるなど地域の課題に国際的な視点で取り組むマルチ分野での活動を展開しています。

３ 大学における国際化に関する取組

道南地域の大学では、北海道大学大学院水産科学研究院・大学院水産科学院・水産学部に現在11カ国、64人の留学生が在学

しており(平成24(2012)年12月31日現在）、アジアを中心とした９カ国14大学と国際交流協定などを締結し、研究者・学生の交流や共

同研究の促進を図っています。

北海道教育大学函館校ではセント・メリーズ大学（カナダ）など14カ国32大学等と国際交流の協定を締結し、教員や留学生の派遣

・受け入れを行っています。また、函館大学でもアメリカ、イギリス、中国、オーストラリアなど海外９大学と姉妹校提携を結び、教員の

受け入れや学生の交換留学を行っています。現在、ハワイパシフィック大学（アメリカ）、南開大学浜海学院（中国）の２大学より８名の

留学生が在籍しております。

公立はこだて未来大学では、ダルハウジー大学（カナダ）、国立雲林科技大学（台湾）をはじめ、これまでにスイス、カナダ、オラン

ダ、台湾、韓国、インドネシア、フランスの８か国13大学と学術提携を締結しており、教員・学生間の交流や留学生の派遣・受入を図

っています。

交流事例交流事例交流事例交流事例

北海道大学大学院水産科学研究院・大学院水産科学院・水産学部では、平成23年3月まで日本学術振興会の拠点大学交流事業

を通じて釜慶大学校を中心とした韓国の複数の大学と活発に研究者交流や共同研究・セミナー等を実施しました。なお、釜慶大学校

とは平成24年度から日韓教育交流プログラムを実施しています。また、国際交流協定に基づき上海海洋大学、大連海洋大学等から

留学生を受け入れたり、タイ国カセサート大学との交換授業・セミナー・シンポジウムなどを実施し、アジア圏を中心とした水産科学に

おける国際協力を推進しています。

北海道教育大学函館校では、21世紀東アジア青少年大交流計画（財団法人日本国際協力センター主催）の一環として、平成24年

度にフィリピン大学生訪日団を受け入れ、日本語・日本文化体験を通じて学生との交流を深めました。

函館大学では、中国天津市の南開大学浜海学院日本語学科との教員相互派遣や夏期の短期研修旅行、通年の留学生の受け入

れにより、両大学の友好・研究交流の質が深まってきています。

ロシア極東連邦総合大学函館校（認可：専修学校ロシア極東大函館校）では、４年制のロシア地域学科と２年制のロシア語科を開

設し、ロシアの大学の正式な分校として本学から教員が赴任して日本とロシアとの交流を担う人材の育成を行っており、日本

の文部科学省から正式な外国大学の日本校として指定されています。また、ロシア語市民講座をはじめ、社会人向けのロシ

ア語研修などを開催するとともに、ロシアからの留学生を受け入れて、日本語や日本の歴史･文化などの研修を実施するなど、日

本におけるロシアセンター的な役割を果たしています。

公立はこだて未来大学では、平成24年度は、台湾・朝陽科技大学および台湾・清華大学電子工業・コンピュータ学科と新たに学術

提携を結びました。協定校との間では、教員間の友好・研究交流、学生のサマーキャンプへの参加など、国際交流を推進しています。

４ その他の動き

平成６(1994)年の極東大学函館校の開校、函館・ユジノサハリンスク間の定期航空路線開設、平成15(2003)年の在札幌ロシア連

邦総領事館函館事務所開設などにより、ロシア極東地域との交流は大きく発展しました。平成20（2008）年にはロシア連邦外務大臣

が函館を訪問し、平成23（2011）年にはロシア文化フェスティバルinJAPANのオープニングが函館市で開催されています。

また、台湾との間では、平成24(2012)年９月に函館・台北(桃園)間に定期航空路線が開設され，10月から2社による運航体制となり

ました。この路線の就航を契機に、道南地域と台湾の交流促進を目的とした団体が設立され、沈斯淳駐日代表が函館市を訪問する

など交流が活発化しており、観光をはじめとして様々な分野における交流の一層の拡大が期待されています。
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５ 平成24(2012)年度の主な動き

松前町と平成23(2011)年に地域連携協定を締結したフランス・ブザンソン市に所蔵されている松前藩家老で画家の“蠣崎波響（か

きざきはきょう）”が描いた「夷酋列像（いしゅうれつぞう）」が222年ぶりに里帰りし、松前城で特別展示されました。その後、道立函館

美術館でも展示され、函館市では21年ぶりの公開となりました。「夷酋列像」の展示に合わせ、フランスからブザンソン市長やブザンソ

ン美術考古学博物館館長らが来管し、松前町、函館市で行われたセレモニー等に出席しました。

函館市の市制施行90周年記念式典等の諸行事に姉妹・友好交流都市の5都市（ハリファックス市－カナダ、レイク・マコーリー市－

オーストラリア、ユジノサハリンスク市－ロシア、天津市－中国、高陽市－韓国）の代表が参加しました。

函館市では、国の緊急雇用促進事業を活用し、留学生を支援するための事業を実施しました。「留学生のための生活情報」ウェブ

サイトを開設したほか、市民との交流のイベントや日本文化体験などを開催しました。

また、松前町では公式ホームページの一部をフランス・ストラスブール大学の学生と日本語講師（日本人）が翻訳したフランス語版

のページを掲載しました。

その他、日本にロシア正教を伝えた宣教師ニコライの没後100年にあわせて、ロシア正教会の最高指導者であるキリル総主教が親

善のため函館を訪問しました。
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第２節 道央地域

■道央地域の国際化関連指標

○姉妹友好提携市町村数…… 29市町村（44組）

○市町村ＪＥＴ青年招致数…… 1１７人

○国際交流団体数…………… 290団体

○在住外国人数……………… 14,591人

（市町村ＪＥＴ青年招致数は、平成25(2013)年３月現在、その他は平成24(2012)年12月末現在の数値）

１ 市町村における国際化に関する取組

道央地域では、29市町村が44組の姉妹友好都市提携を結んでいます。主な提携先は、アメリカ10組、中国９組、カナダ７組、

韓国、ロシア、ニュージーランドが各３組となっています。姉妹友好都市との間では、ホームステイ交流や各種イベント等による

交流を実施しています。

地域内の外国人登録者数は14,591人であり、このうち約66％にあたる9,607人が札幌市に住んでいます。在住・来道外国人

に対する取組として、道路標識や案内板の外国語表示や外国人のための相談窓口の設置などを行っており、外国人が安心して訪

れ、暮らせる生活環境づくりを積極的に進めています。札幌市では、「くらしのガイド」（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ロシア語）を作

成し、新ひだか町では、平成13(2001)年２月から(当時静内町)姉妹都市提携を結んだ米国レキシントン市からの視察研修生の支援

のため、町内から通訳、ホームステイの受け入れ先を公募し、研修生への協力を図るため交流ボランティアの登録制度を実施してい

るほか、各市町村で、生活情報ガイドブック、市民向けのホームステイ手引書等の作成配布や、在住外国人を対象とした施設見学会

や日本文化を体験する交流会の開催など、趣向を凝らした様々な取組が進められています。

国際協力への取組については、札幌市や滝川市などでJICA研修員等の受け入れや、技術者等の派遣等の取組が行

われております。また、登別市では平成９年度より自治体職員協力交流事業により海外の自治体等の職員を受け入れ、観

光行政の習得を図るとともに、登別市の国際化の施策への協力を通じて、地域の国際化を推進しています。

交流事例交流事例交流事例交流事例

札幌市では、ドイツ・ミュンヘン市との姉妹都市提携40周年を記念して、平成24年９月に札幌市長をはじめとする訪問団

がミュンヘンを訪れました。ミュンヘン市では、札幌市からの訪問団やミュンヘン市関係者ら約100人が記念式典等に参加

し、両市民の友好を一層深めたほか、同市や近隣諸都市の再生可能エネルギーを利用した施設等の視察を行いました。

千歳市では、姉妹都市・アラスカ州アンカレジ市との小学校間交流（平成4年～）に加え、中学校間交流がスタートしました。平成22

年にアンカレジ市の中学生一行17人が初めて千歳を訪問、平成23年には千歳の中学生訪問団12人がアンカレジ市を訪問し、それぞ

れ中学校訪問やホームステイによる交流が行われました。

北広島市では、カナダ・サスカツーン市と高校生相互交流を平成３(1991)年から実施し、これまで141人の派遣と193人の入れを実施しており、平

成24(2012)年は、高校生２２人と指導者４名によるサスカツーン市からの訪問団が訪れ、北広島市内にホームステイをしながら市内団体との交

流事業、市長表敬訪問などをし、日加双方の国際理解を深めました。

滝川市では、平成18(2006)年７月に、滝川市や滝川国際交流協会、滝川市民が中心となった実行委員会が結成され、バスケットボ

ール発祥の地の姉妹都市スプリングフィールド市にあるバスケットボール殿堂館日本移動展が、米国以外では初めて開催されました。

登別市では、平成４(1992)年から中学生海外派遣事業を実施しデンマークのリンゲ市（2007年１月市町村合併によりファボー・ミッド

フュン市へ）へ中学２年生を派遣、平成20(2008)年からは、サイパン市の中学生の受け入れを行い、市内中学生等との交流などを通し

て、次代を担う子どもたちが国際的な視野に立って行動できる人材の育成に努めています。

室蘭市では、平成２年から毎年米国の姉妹都市ノックスビル市へ中学生を派遣し、ホームステイ、学校授業体験等を通して、交流を深

めています。さらに、平成１７年から友好都市である中国日照市と中学生の相互訪問を実施し、世界に通じる子どもたちの育成に努め

ています。

伊達市では、合併した旧大滝村の姉妹町であるカナダ・レイクカウチン町との交流を継続しており、平成22(2010)年は中学生24名を

派遣し、ホームステイをしながら、教育・文化・スポーツを通じて国際理解を深めました。平成23(2011)年は東日本大震災の影響によ

り、残念ながら交流事業は中止となりましたが、平成24(2012)年には、訪問事業を実施し、交流を深めました。また、平成22(2010)年４

月に友好都市締結調印を行った中国福建省漳州市との交流を継続しており、平成24(2012)年には、伊達日本中国友好協会が同市

を訪問し、双方の国際理解を深めました。

壮瞥町では、中学生の国際理解教育の充実と国際感覚の高揚のために、平成７(1995)年度から町内中学生全員(中学校在学中に

１回)をフィンランドに派遣しており、平成24(2012)年８月６日～８月１４日の日程で、中学生１９名、引率者６名が参加しました。

白老町では、昭和56(1981)年にカナダ・ケネル市と姉妹都市の盟約を結び、相互親善訪問や英語指導助手の受け入れなど幅広い

交流を続けています。平成22（2010）年には白老町代表団（大人14名）がケネル市を訪問。平成23年（2011）年にはケネル市青少年
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海外交流キャンプ事業で児童・生徒14名、引率3名がケネル市を訪問。平成24年(2012)年はケネル市代表団(大人５名、中高生10名)

が白老町を訪問して交流をしました。

厚真町では、小中高生徒海外派遣事業を平成５(1993)年から実施しており、平成20(2008)年には、中学生16名、高校生２名、引率

者２名がオーストラリアにホームステイし、交流を深めました。

安平町では、民間パークゴルフ場と中国瀋陽市のパークゴルフ場が姉妹提携していることから、記念大会を町内で実施しました。ま

た、平成23年からは安平町と同じ緯度にある国の花木を植える「北緯42度46分の輪（和）」事業を始めました。

むかわ町では、ノーベル賞鈴木章記念事業により中高生海外派遣研修事業を平成２３(２０１１)年から実施しており、毎年、中学生４

名、高校生２名、引率者１名がオーストラリア・ポートマッコォーリー市にホームステイをしながら、地元の学校に１週間の短期留学をし、

交流を深めました。

当別町では、昭和62(1987)年よりスウェーデン王国レクサンド市と姉妹都市交流を始め、姉妹都市提携20周年となる平成19(2007)年には74

名の訪問団を迎え、記念式典を開催しました。その後、スウェーデン大使館の移動プロモーションイベントが町内で開催されるなど、スウェーデン

の交流の窓口として取組を進めています。平成24(2012)年には姉妹都市提携25周年記念事業をレクサンド市で行い、訪問団の派遣を実

施しました。

新ひだか町では、合併前の旧静内町が昭和63(1988)年にアメリカ・レキシントン市と姉妹都市提携を結んで以来相互親善訪問を続

けており、平成20(2008)年には、姉妹都市提携20周年記念訪問団としてレキシントン市姉妹都市交流委員会関係者を含む市民20名

が来町し、記念植樹を行いました。平成24年3月24日～4月1日には同町の中高校生8人がレキシントン市にホームステイし交流を深

め、また、同年6月には12日～21日の日程でレキシントン市より中高校生10名を含む訪問団が学校訪問や乗馬体験、町内施設の見

学などホームステイをしながら交流を深めました。さらには9月21日～24日に成年25名の訪問団を迎え、町民との交流会等で親睦を

深めました。

２ 国際交流団体の活動状況

道央地域には、290の国際交流団体（うち札幌市に135団体）があり、それぞれ特色のある事業が実施されています。また、

交流団体や関係機関相互の連携を図るためのネットワークづくりが進められ、市町村内の国際交流団体の情報交換や連絡調整を

行う国際交流協会などの活動や情報交換会、連絡会議等の活動が各地で行われています。

国際交流活動等が全国レベルで表彰された実績もあり、平成15(2003)年８月にイリマニの会(滝川市、現在は名寄市)が毎日新聞

社主催の「第15回毎日国際交流賞」を受賞、平成17(2005)年には社団法人滝川国際交流協会が「地域づくり総務大臣表彰（国際化

部門）」を受賞しました。平成22(2010)年には洞爺国際交流協会が「地域づくり総務大臣表彰（団体表彰）」を受賞しました。

３ 大学・企業等における国際化に関する取組

道央地域の大学では、姉妹提携校などとの交流が盛んに行われています。また、大学に限らず小中学校でも、短期間のホームス

テイなどの姉妹校との交流が盛んに行われるようになってきています。

企業では、江別市の農業法人株式会社輝楽里（きらり）や室蘭市の日本製鋼所室蘭製作所などで技術研修生の受け入れを行っ

ています。

また、札幌商工会議所と札幌市では道内大学で学ぶ優秀な留学生を対象に、ビジネス・日本語教育、インターンシップ、就職活

動等の支援を行う「札商アジアン・ブリッジ・プログラム」を実施しています。

４ その他の動き

今後、さらに国際化の進展が予想されることから、各市町村では国際交流団体によるネットワークの形成を進めるとともに、交流拠

点の整備やホームステイの受け入れ体制の充実など在住外国人の生活の便宜を図る事業を展開しています。

平成12(2000)年１月には札幌市で第21回APEC人材養成作業部会が、同年11月には第55回国際青年会議所世界会議が開催さ

れ、さらには、平成14(2002)年８月に、栗山町で第１回地域通貨国際会議が、平成15(2003)年９月には、赤平市で国際鉱山ヒストリー

会議が開催されるなど、地域内で様々な国際会議が催されるようになってきています。

また、登別市は平成14(2002)年５月に中国広東省広州市と友好交流促進都市盟約調印、平成18(2006)年11月にアメリカ合衆国

自治領サイパン市と友好都市提携締結、デンマークのリンゲ市・ウィスリンゲ市と平成９(1997)年５月に締結した民間活動を支援する

「友好の絆」を、平成19(2007)年６月に、市町村合併により改名となったファボー・ミッドフュン市と友好都市協定として再度締結しまし

た。

小樽市は、平成21(2009)年２月に韓国ソウル特別市江西区と友好都市締結調印を行いました。その後さらなる交流の深まりを踏ま

え、平成22(2010)年７月に姉妹都市締結調印を行いました。

伊達市は、平成22(2010)年４月に中国福建省漳州市と友好都市締結調印を行いました。
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交流事例交流事例交流事例交流事例

○札幌アメリカン・センター

平成12(2000)年４月に再開された札幌アメリカン･センターのレファレンス資料室では、専門スタッフがアメリカについての研究や資

料探しのお手伝いをしています。

住所：札幌市中央区北１条西28丁目 在札幌米国総領事館内（電話：011－641－3444 FAX：011－641－0911）

平成８（1996）年に北海道における国際協力の拠点として国際協力事業団北海道国際センター（札幌）（現：独立行政法人国際協

力機構札幌国際センター（JICA札幌））がオープンし、これまで、140以上の国から、延べ7,000人もの研修員（平成22（2010）年度末）

を受け入れ、国際社会に大きく貢献するとともに、隣接する札幌市の交流施設「リフレサッポロ」を活用して、市町村や民間国際交流

団体が主催するJICA研修員との交流事業などが数多く開催されるなど、国際交流・協力の場として大きな役割を担っています。

JICA北海道(札幌)受け入れ数の推移

平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23

(2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011)

受け入れ者数 328 358 365 326 342 363 396 404 374 407 582 572

（JICA北海道（札幌）調べ）

５ 平成24(2012)年度の主な動き

小樽市では、平成２５年２月に盧顕松(ノ ヒョンソン)区庁長をはじめとする１８名の江西区使節団が、同市の冬のイベント「小樽雪あ

かりの路」の開催に合わせて来訪し、同イベント中の市内を視察するなど市民との交流を深めました。また、平成２４年７月には、１０

名の小学生が小樽市を訪問し、ホームステイや夏のイベント「潮まつり」のねりこみに参加するなど、交流を深めました。

ニュージーランド・ダニーデン市との間では、少年少女使節団として平成２４年８月に５名の中学生がダニーデン市を訪問し、ホー

ムステイや伝統文化の体験を通じて見聞を広めるとともに、交流を深めました。少年少女使節団の派遣は今回で13回目となります。

ロシア連邦ナホトカ市との間では、平成２４年７月～８月にかけて小中学生１３名が小樽市を訪問し、ホームステイやサッカーの交

流試合を通じて交流を深めました。

滝川市では、母国で米づくりを」という第６９代横綱白鵬関の願いに応えるため、平成２３年度から（財）自治体国際化協会（クレ

ア）の「自治体職員協力交流事業(LGOTP)」を活用して受け入れた研修員の指導技術等を補完するために、年２回にわたって農業

技術専門家を派遣しました。稲作栽培技術・野菜栽培技術等農業技術の普及、農業普及員の人材育成 食生活改善基盤づくりなど

に特化して指導を行った結果、「稲作栽培は不可能」と言われ続けたモンゴル国で、少量ではあるが稲作を栽培することに成功しまし

た。

室蘭市では、本年開港140年・市制施行90年を迎え、それにあわせて、姉妹都市のノックスビル市と友好都市の日照市から訪問団

が来訪し、市民との交流を深めました。さらに、記念事業の一環として、室蘭市・日照市児童生徒作品展や日照市農民画作品展を開

催し、市民に中国の文化を紹介し、国際理解を深めて貰いました。
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第３節 道北地域

■道北地域の国際化関連指標

○姉妹友好提携市町村数…… 19市町村（28組）

○市町村ＪＥＴ青年招致数…… 39人

○国際交流団体数…………… 50団体

○在住外国人数……………… 2,006人

（市町村ＪＥＴ青年招致数は、平成25(2013)年３月現在、その他は平成24(2012)年12月末現在の数値）

１ 市町村における国際化に関する取組

道北地域では、19市町村が28組の姉妹友好都市提携を結んでおり、青少年交流や文化、スポーツ、経済など幅広い分野で交流

が行われています。また、姉妹都市提携を結んでいない市町村においても、視察、研修員受け入れなど様々な取組が行われていま

す。

交流地域は、地理的にも歴史的にも結びつきがあるロシアや、気候、風土が類似しているカナダとの提携が多いことが特徴といえ

ます。

地域内の外国人登録者数は2,006人で、国籍別では中国が最も多く、次いで韓国・朝鮮、アメリカ、フィリピンが多くを占めていま

す。

旭川市では、地域の国際化を推進するための拠点として、平成23（2011）年9月に旭川市国際交流センターを開設しました。多くの

市民と外国人との交流や国際交流団体等の活動の場を創出するとともに、英語・中国語・韓国語対応可能な職員を配置して、観光・

生活等に関わる情報提出や相談業務を行っています。

平成８(1996)年度に自治省の「国際交流のまち推進プロジェクト」の対象自治体に指定された東川町では、英語併記の道路標識

の設置など国際交流のまちづくりに取り組んでいます。さらに、平成９(1997)年には『「写真」を核とした国際交流を推進するとともに、

国際感覚豊かな町民の育成と外国人に親切な町づくり』をテーマに「国際交流のまち推進基本計画」を策定しています。平成20(200

8)年７月には、ラトビア共和国のルーイエナ町と姉妹都市提携に調印し、25名のラトビア訪問団が来町しました。

留萌市では、平成２(1990)年より中国遼寧省営口港との友好港湾を提携しており、平成13(2001)年度には港湾職員を相互に派遣し

交流を深めています。

稚内市では、ロシア船の入港に伴い年間１，２００人程度の上陸者がいます。

また、国際協力への取組としては、稚内市では、ネベリスク市、コルサコフ市、ユジノサハリンスク市との職員相互派遣研修を行うと

ともに、平成14(2002)年５月、ユジノサハリンスク市に稚内サハリン事務所を開設し、サハリン州内行政機関との連絡調整や経済・友

好交流の支援を行っています。

２ 国際交流団体の活動状況

道北地域には、50の国際交流団体があり、留学生を対象としたホームステイや在住外国人との交流パーティー、表敬訪問・

相互訪問、交換留学、スポーツや文化の交流を行っています。

交流対象国は多岐にわたっていますが、地理的、歴史的に道北地域と深い関わりをもっているロシアとの交流を行っている団体が

多いのが特徴といえます。

旭川市には、国際交流団体が20団体あり、中でも「旭川市国際交流委員会」は地域に根差した市民主体の国際交流活動を行っ

ており、ボランティア体制による市民に親しみやすい国際交流活動を行っています。

主な事業として、語学講座（中・韓・ロ）、在住外国人への日本語学習相談、外国人と市民との交流事業、ホームステイ・ボランティ

アガイドの登録・斡旋、ボランティア研修会や各種講習会の開催、英文情報誌、ニュースレター等の編集、発行などを行っています。

遠別・キャッスルガー国際交流協会では、平成９(1997)年より姉妹都市カナダ・キャッスルガー市との青少年相互訪問事

業として、キャッスルガー・遠別教育交換委員会（キャッスルガー民間組織）との連携により、２年ごとに中学生６～８人の相互訪問

派遣事業を実施し、ホームステイなどにより青少年の交流を深めています。

天塩町では、姉妹都市であるアメリカ・ホーマー市と昭和59(1984)年から少年団や親善訪問団の交流、交換学生の派遣事業など

20年以上にわたり交流を深めています。また、ロシア・サハリン州トマリ市との友好交流は、平成13(2001)年にトマリ市長の来道により

懇談会による交流を行いました。

稚内市では、稚内国際文化交流協議会が、平成４（1992）年に設立され、サハリン州の友好都市を中心に文化・ポーツ等の交流を

積極的に実施してきております。平成２４（2012）年には稚内市とサハリン州ネベリスク市の高校生を相互に受け入れる青少年交流事

業を開始するとともに、サハリン州からジャズバンドを招へいしコンサートを行い友好を深めました。

幌延町では、平成10(1998)年度から平成14(2002)年度まで、ロシア・サハリン州トロイッコエ村と小中学生等の相互訪問交流を行
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いました。

交流事例交流事例交流事例交流事例（ロシア交流を行っている国際交流団体の主な活動)

○ 名寄・ドーリンスク友好委員会～ドーリンスク市の少年少女や教育福祉関係者等との相互訪問交流

○ 稚内日ロ経済交流協会～日本とロシアの企業間の経済交流の支援、サハリンビジネスセミナーの開催、月刊サハリン情報の発

刊、通訳・翻訳の支援など

○ 稚内国際文化交流協議会～高校生を相互に受け入れる青少年交流事業及び音楽公演などの文化交流事業、各種スポーツの

相互派遣によるスポーツ交流事業などを実施

３ 大学・経済団体等における国際化に関する取組

道北地域の大学では、稚内北星学園大学が平成３(1991)年にユジノサハリンスク教育大学と、教育大旭川校が平成９(1997)年に

哈爾濱師範大学と姉妹校提携を結び、交換留学を行っているほか、地域内のすべての大学で学術交流などが行われていま

す。高校においても平成５(1993)年度に留萌高校がカナダ・バニアスクールと友好提携を結んでいるほか、苫前商業高校が

サハリン音楽中等専修学校との相互交流を行っうなど多くの高校が海外学校との交流を行っており、旭川工業高等専門学校で

は、平成21(2009)年度に大韓民国・水原ハイテク高等学校と学術交流協定を締結し，以後毎年学生の相互派遣等の交流を行ってい

ます。また、羽幌高校では、平成11(1999)年から韓国京畿道富川市の素明女子高校の生徒と互いに短期ホームステイを通じた交流

を深めています。

宗谷地域では、稚内商工会議所が地元中小企業が持っている技術、技能のノウハウの修得を目的として、平成６(1994)年からサ

ハリン州からの研修生受け入れを実施しています。

このほか、士別市におけるオーストラリア・ゴールバーン・マルワリー市との姉妹都市提携は、羊による地域おこし活動のひとつの取

組として、サフォーク研究会によって実施された視察研修を契機に、市長を含めた親善交流へと発展し、現在では高校生の短期留

学研修などが行われています。また、稚内青年会議所がユジノサハリンスク青年会議所と親善交流を行っています。

交流事例交流事例交流事例交流事例

留萌商工会議所では、平成22(2010)年１月から３名のベトナム人研修生の受け入れを行っています。

研修生は、日本語や文化を学びながら、市内事業所で金属加工や溶接の技術を習得します。

稚内商工会議所は、サハリンからの研修生の受け入れを行っています。研修生は日本語や日本の習慣を学びながら、市内各分野

（水産、建設、サービス業等）で実務に携わり、企業のもつ技術やノウハウなどを修得します。同会議所では、将来の稚内とサハリンと

の経済交流を促進するためにも人的交流を進めていきたいと考えており、平成９(1997)年５月には、ロシア人研修修了者により、コ

ルサコフ市に「稚内クラブ」が設立されています。なお、平成２３（2011）年には本事業の功績が評価され、同商工会議所は、「北海道

社会貢献賞（国際協力功労者）」を受賞しております。

稚内青年会議所は、稚内市とユジノサハリンスク市との交流を深めるため、ユジノサハリンスク青年会議所と協力して、毎年、稚内市

もしくはユジノサハリンスク市において、音楽公演や絵画展、書道展といった各種イベントを継続して開催しています。

４ その他の動き

平成７(1995)年には、50年ぶりに稚内－コルサコフ間の定期航路が復活し、平成11(1999)年５月からは日本船の運航が開始され、

平成２４(2012）年は、旅客数が、４，２１９人、取扱貨物量は、約９７９トンを輸送しました。稚内市や稚内・コルサコフ定期航路利用促

進協議会、運航会社であるハートランドフェリー（株）等が一体となり、本航路の更なる利用促進のため、取り組んでおります。

サハリン石油・天然ガス開発プロジェクトでは、関連船舶の入港、補給、乗員交代、船舶整備等を念頭に稚内港の整備が取り組ま

れています。また、民間企業が中心となり稚内港の利用を検討している海外企業を招いて、視察や意見交換を行いました。

また、サハリン州の経済活動の窓口である稚内港を核とした地域経済の活性化を目指し、官民一体となった関係者の情報交換の

場として、平成２１（2009）年に稚内港利用促進連絡会議が発足し、平成２４（2012）年には、稚内市とサハリン州との双方向のビジネ

ス発展のため、現地調査を行いました。

複雑な税関手続き等の諸問題を解決するために、稚内日ロ経済交流協会では、平成１６（2004）年１１月に情報提供などを中心と

した相談窓口として、「稚内日ロビジネスサポートセンター」を開設しています。

ポスト・サミットの取組として、道としては道内での国際会議誘致取組を進めており、平成21(2009)年５月22日・23日に占冠村トマム

で、日本のほか14の国と２地域が参加し、太平洋島嶼地域の現在の諸課題の解消に向けたパートナーシップ強化を目的とした「第５

回日本・太平洋諸島フォーラム首脳会議」を開催しました。

旭川市では、平成元(1989)年に韓国水原市と結んだ姉妹都市提携が20周年を迎え、平成21(2009)年７月、約100名の水原市訪問

団が来旭し、20周年を記念した様々な交流記念行事が行われました。また、平成6年（1994）年度から平成15（2003）年度まで職員の

相互派遣交流を毎年行いその後中断していましたが、合意に基づき平成24（2012）年度から再開しました（5年間実施予定）。
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剣淵町では、ペルー原産のアルパカを飼育・展示するアルパカ牧場のオープンを契機にペルー共和国との交流をスタートし、平

成23（2011）年7月6日に一層の相互交流の拡大と友好関係の構築を進めるためにペルー共和国パルカマヨ区と姉妹都市提携を調

印しました。

留萌市では、中国遼寧省営口港との友好港湾を提携が20周年を迎え、平成22(2010)年７月、13名の営口港務集団有限公司代表

団が来留し、20周年を祈念した様々な交流記念行事が行われました。

稚内市では、平成２４（2014）年にサハリン州ネベリスク市と友好都市提携４０周年を迎え、訪問団を相互に派遣するなど様々な交

流事業が行われました。

猿払村では、姉妹村であるサハリン州オジョールスキ村と平成２３(2011)年に平成１６（2004）年８月より休止していた学童交流事業

等を再開し、平成２４（2012）年には、オジョールスキ村から生徒等を受け入れ、スポーツを通じて交流を深めました。

幌延町では、(独)日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センターの研究が順調に進捗しているのに併せ、世界各国の研究

者たちが同機構の国際交流施設などで国際会議、研修などを行っています。

交流事例交流事例交流事例交流事例

○留萌市国際交流協会の設立

留萌市では、国際化の進展に対応するための国際交流に関する様々な活動を推進することを目的として、平成９(1997)年、

留萌市内の国際交流に携わっている９団体等が集まり、留萌市国際交流協会が設立されました。平成19(2007)年には日ユ協会と

日中友好協会が留萌市国際交流協会に統合し、活動の厚みがさらに増大しました。

○宗谷地域等サハリン交流連絡会議の設立

サハリン交流を通じた地域の振興を推進するとともに、サハリン交流に関する各団体の連携を図ることを目的として、平成22

(2010)年４月１日に官民20団体（宗谷管内等の市町村及びサハリン交流団体ほか）により、宗谷地域等サハリン交流連絡会議

が設立されました。

５ 平成24(2012)年度の主な動き

旭川市は、昭和37（1962）年に米国イリノイ州ブルーミントン･ノーマル両市と姉妹都市提携を結び、平成24（2012）年に50周年を迎

えました。50周年を記念して、旭川市から代表団及び市民訪問団一行39名がブルーミントン･ノーマル両市を訪問したほか、市内に

おいては50年間の交流の歴史と50周年記念訪問団の活動を紹介した写真展を開催しました。また、ブルーミントン・ノーマル両市とは

高校生の相互派遣を昭和42（1967）年から、中学生の相互派遣を昭和60（1985）年から現在も毎年続けています。

旭川・ユジノサハリンスク両市の友好提携４５周年を迎えたことから、平成24（2012）年12月に旭川市を含む道北6市とユジノサハリン

スク市合同経済交流会議を開催し、翌年度ユジノサハリンスク市にて道北物産展を開催すべく協力覚書を調印しました。
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第４節 オホーツク地域

■オホーツク地域の国際化関連指標

○姉妹友好提携市町村数…… 10市町村（17組）

○市町村ＪＥＴ青年招致数…… 23人

○国際交流団体数…………… 74団体

○在住外国人数……………… 1,417人

（市町村ＪＥＴ青年招致数は、平成25(2013)年３月現在、その他は平成24(2012)年12月末現在の数値）

１ 市町村における国際化に関する取組

オホーツク地域においては、より多くの外国人に地域に対して興味・理解を示してもらうことを目ざすとともに、外国人を円滑に受け

入れる態勢を構築するために、①共有できる情報の充実、②交流ネットワークの形成、③相互交流機会の増進の３つを柱として国際

化の推進に取り組んでいます。

(1) 共有できる情報の充実

地域の各市町村の半数以上が市町村勢要覧に日本語と英語を併記し、地域の概要が外国人にも理解されるよう努めており、北

見市・網走市・紋別市・美幌町・斜里町・佐呂間町・湧別町・滝上町・大空町では外国人向けの「市町村紹介パンフレット」を作成し

ているほか、北見市では生活ガイドブックにも英語を併記するなど、近年は、地域紹介から一歩進んだ実用性の高い情報提供が

図られており、こうした動きは、今後ますます充実していくことが期待されます。

また、北見市・網走市・紋別市・斜里町・佐呂間町・湧別町・西興部村・大空町では、市町村ホームページに外国語版を設けて

海外へ向けた情報発信を行っており、共有できる情報の充実とともに、諸外国との情報交流も進展していくものと思われます。

(2) 交流ネットワークの形成

地域では、10市町が、８カ国17都市と姉妹友好都市提携を結び、交流の絆を深めています。

提携している都市は、北方圏（アメリカ４都市、カナダ４都市、ロシア２都市）に位置する都市が大半ですが、ニュージーランド(３

都市)及び韓国、台湾、フランス、ブラジル(各１都市)の都市とも提携しており、多岐に渡った文化の交流の促進に寄与しています。

こうした姉妹友好都市との間では、友好訪問団・留学生の派遣・受け入れが活発に行われています。

また、その他の町村でも、姉妹友好都市の提携は結んでいませんが、教育関係を中心に海外体験研修やホームステイを行うな

ど諸外国との交流を深めています。

(3) 相互交流機会の増進

自治体レベルのネットワークの形成と並行して、ＡＬＴと呼ばれる外国からの外国語指導助手の招へいや海外からの参加者(招

待を含む)の見込まれるイベントにより個人レベルの相互交流も毎年堅実に行われています。

ＪＥＴ事業等によるＡＬＴの招へいでは、授業を通じ、指導助手と児童や生徒の交流が行われています。こうした交流は、文化の

差異あるいは国境を超えた共通項の発見を促し、広い視野を持つ人材形成に貢献しています。

地域では、市町村独自の招へい及びＪＥＴ事業による招へいを併せると、１市町村に１人以上の割合で外国人講師がおり、管内

のどこにおいても「生きた英語」と「外国の文化」に触れる機会が確保されています。

その他にも、JICA((独)国際協力機構)関連の事業により中央アジア等との交流も行われています。

また、道立北方民族博物館（網走市）では、北方民族に関する展示や調査研究を通じて国際交流の推進を図っているほか、

(財)北方文化振興協会（北方民族博物館の指定管理者）が主催する「北方民族文化シンポジウム」（網走市）は27回、世界的に

流氷が見られる南限であるという特性を背景にした「北方圏国際シンポジウム」（紋別市）は28回の長きにわたって開催されてお

り、学術交流はもとよりワークショップや民族楽器によるコンサートなどの市民向けプログラムを通じて国際理解の増進に寄与して

います。

一方、言葉によるコミュニケーションは不得手であっても、スポーツイベントは国際交流を図る絶好の機会であり、地域では雄大

な自然を活かした「湧別原野オホーツク100㎞クロスカントリー大会(遠軽町・湧別町)」、「サロマ湖ウルトラ100kmマラソン(北見

市・佐呂間町・湧別町)」、「インターナショナルオホーツクサイクリング(北見市・網走市・紋別市・斜里町・小清水町・佐

呂間町・湧別町・興部町・雄武町)」等のイベントが20年以上継続して開催されており、国際理解の推進に寄与しています。



- 54 -

２ 国際交流団体の活動状況

オホーツク地域では、74の国際交流団体が活動しています。

団体構成の特徴としては、①北見市・網走市・紋別市の３つの市に団体が集中しており、半数以上を占めること、②北海道国際交

流センター事業である「国際交流のつどい」の受け入れ窓口として設立されている団体が町村部において多く見受けられるということ

があります。

また、近年、オホーツク海に面している地域特性からロシアとの交流を図るための団体及びオホーツク地域への観光入込客数の

多い台湾地域との交流を図るための団体も増えてきています。

３ 大学・経済団体等における国際化に関する取組

オホーツク地域には、北見工業大学、東京農業大学及び日本赤十字北海道看護大学の３つの大学があり、多岐に渡る分野の人

材育成と研究機関としての役割を果たしています。学術交流協定も盛んに行われており、研究の促進や協定間の相乗効果が期待さ

れています。

また、北見工業大学には、国際交流センターが設置されており、国際交流活動に積極的に取り組んでいます。

経済団体における取組としては、主に網走市や紋別市で貿易をきっかけとした交流がロシアや中国などと行われています。

４ その他の動き

平成９(1997)年度に北見市で発足し、10年以上活動を継続している産学官の協力組織「北見国際技術協力推進会議」

は、技術協力に関する調査研究事業や研修事業のほか、オホーツク地域で暮らす外国人と地域住民が交流する「オホーツク国際ふ

れあい広場」や、国際協力パネル展を毎年開催するなど、国際協力・国際理解の普及啓発事業も行っています。

また、女満別空港周辺の自治体と各観光協会では、同空港の国際化の推進に向けて、チャーター便誘致に取り組む「女満別空

港国際チャーター便誘致協議会」を平成13(2001)年４月20日に設立し、オホーツク地域の観光プロモーションなどの活動を継続的に

実施しています。

５ 平成24(2012)年度の主な動き

オホーツク総合振興局においては、たくさんの外国人観光客に来ていただくため、受け入れ態勢の整備や来訪促進に向けた取組

を進めており、①ひがし北海道・インバウンドセミナー、②オホーツク地域外国人観光客来訪促進事業を実施しました。

① ひがし北海道・インバウンドセミナーの開催（９月）

外国人観光客の誘客を促進するため、道東の観光関係者等を対象に海外の市場や、受け入れの極意などについて学ぶセミ

ナーを開催しました。

② オホーツク地域外国人観光客来訪促進事業（８月～２月）

外国人観光客の誘客促進のため、当管内の状況や国内外の先進事例を調査の上、オホーツク旅行の契機となるようなツー

ルや、実際に管内を訪れた外国人観光客が、より快適に管内を周遊できるようなツールの制作を行うとともに、海外のメディアを

招へいし、オホーツク地域の魅力を海外に発信しました。
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第５節 十勝地域

■十勝地域の国際化関連指標

○姉妹友好提携市町村数…… ９市町（11組）

○市町村ＪＥＴ青年招致数…… 12人

○国際交流団体数…………… 31団体

○在住外国人数……………… 988人

（市町村ＪＥＴ青年招致数は、平成25(2013)年３月現在、その他は平成24(2012)年12月末現在の数値）

１ 市町村における国際化に関する取組

十勝地域では、１市８町がカナダやアメリカを中心に姉妹友好都市提携を結んでいるほか、２町１村で海外との継続的な交

流を行っており、相互親善訪問や中高校生の相互派遣を行うなど様々な交流活動を実施しています。また、地域内の外国人登録者

数は988人で、国籍別では中国、韓国･朝鮮が多数を占め、ついでアメリカの順になっています。

在住・来道外国人に対する取組事例として、帯広市では、市役所親善交流課及び市の交流施設として建設された「森の交流館・

十勝」において、日本国内の法的手続きや日常生活における諸問題に随時対応できる体制を整えるとともに、外国人向けの各種パ

ンフレットを配置し、さらには、定期的に英文生活情報紙や医療、公共サービス等に関する「帯広生活ガイド」（日本語・英語対訳）を

発行し、市内のみならず管内在住の外国人に配布しています。また、英文町勢要覧や観光パンフレットの発行、公園や主要施設へ

外国語表記の案内板を設置するなど、外国人にとって暮らしやすく活動しやすいまちづくりを推進しています。

その他、幕別町では「パークゴルフ国際大会」を開催するなど、国内外の外国人との幅広い交流が深められています。

また、地域における特色としては、国内に２箇所しかない地中海クラブ・バカンス村が新得町にあり、外国人がジェントルオーガナ

イザーとして働き、宿泊者などとの様々な交流を通じて、国際的感覚あふれるリゾート形成が進められています。

２ 民間国際交流団体の活動状況

十勝地域には、31の国際交流団体が様々な活動を行っているほか、平成８(1996)年に、地域内のネットワークを確立し、組

織間相互の連携強化や情報交換を促進するため、各市町村や民間国際交流団体などで、「十勝インターナショナル協会」を設立

し、外国人に対する生活相談を行うとともに、公共施設や国際交流事業、公共サービスなどを紹介する「十勝情報ガイド」（英語版・

日本語併記）、「十勝在住外国人のための生活ガイド」（英語版・中国語版ともに日本語併記）、管内の観光地や各市町村で開催さ

れる主なイベントなどを英語と日本語併記で紹介する「十勝情報マップ」の発刊や講演会を開催するなど、活発な活動が行われてい

ます。

３ 大学における国際化に関する取組

帯広畜産大学では、多くの大学及び研究機関と国際交流協定を締結しており、教育・研究等の相互交流を行っているほか、国際

協力機構（JICA）が実施する研修コース、アフリカのマラウイ国及び南米パラグアイ国における草の根技術協力事業等の国際協力プ

ロジェクトをを受託し、国際水準の研究成果や実践的な農業知識・技術を提供しています。

同大学では、これらの国際協力活動の他、「帯広-JICA連携協力隊事業」として、平成24年度よりJICA青年海外協力隊の長期隊

員・短期隊員として在学生・卒業生をパラグアイ国に派遣する事業を開始するなど、学生等の海外派遣プログラムを充実させ、多様

な価値観に対応する柔軟性を持ち、課題や困難に立ち向かう気力と実行力を持つ、グローバル人材の育成に努めています。

帯広大谷短期大学でも、平成18(2006)年６月に国際交流センターを設置し、JICAの研修生の受け入れなどを行っています。

帯広大谷短期大学でも、国際交流センターを設置（H18）し、JICAの研修生受け入れなどを行っています。

４ その他の動き

十勝地域では、平成８(1996)年に道東における国際協力の拠点として国際協力事業団北海道国際センター(帯広)(現：独立行政

法人国際協力機構北海道国際センター（帯広）(JICA帯広))がオープンし、これまで、120以上の国から、延べ3,931人もの研修員(平

成23(2011)年度末)を受け入れ、国際社会に大きく貢献するとともに、隣接する帯広市の交流施設「森の交流館・十勝」を活用し

て、市町村や民間国際交流団体が主催するJICA研修員との交流事業などが数多く開催されるなど、国際交流・協力の場として大き

な役割を担っています。
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JICA北海道（帯広）受け入れ数の推移

平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23

(2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011)

受け入れ者数 237 295 252 253 256 205 225 248 250 306 230 294

（JICA北海道（帯広）調べ）

５ 平成24(2012)年度の主な動き

帯広市では、「帯広市開拓130年・市制施行80年記念事業」として、姉妹都市であるアメリカ・ウィスコンシン州・マディソン市から３

名、同じくアラスカ州・スワード市から市長をはじめとした４名が来帯し、十勝の食材を紹介した合同歓迎会や記念式典に参加しまし

た。

芽室町では、トレーシー市訪問団の生徒が来町し、町内の中学生との交流を深めました。また、町発祥のゲートボールを通じた国

際交流も行われており、創立30周年を迎えたブラジルゲートボール連合（本部サンパウロ）と親善交流協力協定を締結しました。

広尾町では、平成４年度から毎年、高校生を対象にしたカナダ短期留学を実施しており、広尾高校２年生の４名が相互交流してい

るブルックス総合高校や小中学校などを訪問し、交流を深めました。

足寄町では、姉妹都市カナダ・アルバータ州ウェタスキウィン市からビル・エリオット市長ほか２名が来町し、保育所や小学校を訪問

し、子供たちと交流しました。また、第21回北海道・アルバータ州姉妹都市連絡会議が開催され、道内各自治体の交流状況や今後の

促進について話し合いました。



- 57 -

第第第第６６６６節 釧路節 釧路節 釧路節 釧路・・・・根室地域根室地域根室地域根室地域

■釧路・根室地域の国際化関連指標

○姉妹友好提携市町村数…… ４市町（６組）

○市町村ＪＥＴ青年招致数…… 24人

○国際交流団体数…………… 42団体

○在住外国人数……………… 1,290人

（市町村ＪＥＴ青年招致数は、平成25(2013)年３月現在、その他は平成24(2012)年12月末現在の数値）

１ 市町村における国際化に関する取組

釧路・根室地域の、釧路市、根室市、厚岸町及び別海町の２市２町で姉妹友好都市提携を行っており、友好親善を目的とした訪

問団の受け入れ、交換留学等を中心に交流が実施されています。

釧路市では、カナダ・ブリティッシュコロンビア州バーナビー市、ロシア・サハリン州ホルムスク市と姉妹都市提携を結んでおり、平

成24(2012)年には、バーナビー市出身者を含む、カナダ日系アイスホッケーチームとその保護者､53名が来日し地元高校生との親善

試合や市民と交流イベントにより交流を深めました。

また、釧路港は、アメリカのスワード港、ニューオリンズ港と姉妹港提携を結んでおり、経済、文化交流が行われています。

平成６(1994)年には、道東で繁殖しオーストラリアで越冬する渡り鳥の「オオジシギ」が取り持つ縁で、釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛

湿原、霧多布湿原とオーストラリア・ニューサウスウェールズ州・ハンター地方のハンター河口湿地との間で姉妹湿地提携が行われ、釧路

地域の「釧路国際ウェットランドセンター（ＫＩＷＣ）」とハンター地域の「ハンター・ウェットランズセンター・オーストラリア」との湿地保全に関

する研究交流が続けられています。

平成８(1996)年には、根室市と姉妹都市関係にあるアメリカ・アラスカ州シトカ市のシトカ高校と根室高校が姉妹校提携

し、平成９(1997)年から短期交換留学が実施され、平成11(1999)年９月には、根室高校の生徒をシトカ高校に派遣しました。また、10

月には市内のジャズオーケストラ、EPJOのメンバーが音楽交流としてシトカ市を訪問し交流を深めました。

標津町サーモン科学館とカナダ・ブリティッシュコロンビア州ノースバンクーバー市のキャピラノふ化場は、平成４(1992)年に姉

妹館提携を結びました。翌年から毎年標津町内の中学生10人がカナダ・バーノン市でホームステイし、キャピラノふ化場を表敬

訪問しているほか、周辺のふ化施設でのサケ学習などの研修も受けています。カナダ側からは、平成10(1998)年に教師５人、生徒６

人が来町、また平成14(2002)年には、交流窓口であるバーノン市内の小学校長やカナダ海洋漁業省の職員など５人が町を訪

れ、「サケ学習シンポジウム」に参加したほか、ホームステイや町内小中学校の訪問により、児童生徒、教員、父母等地域住民と

交流を深めました。

標茶町では、平成５(1993)年から中国黒竜江省ジャムス市孟家崗小学校と標茶町立弥栄小学校の児童が作品交流を続けてきて

います。北海道・黒竜江省友好提携25周年の平成23(2011)年には記念事業として標茶小学校児童からのビデオレターをはじめ、孟

家崗中心小学校児童と標茶小学校児童による絵画作品の交換交流を行いました。また、外国語（英・中・韓）のパンフレットも各5,000

部作成し、多様化する観光客の受け入れに対応することとしています。

白糠町では白糠アイヌ民族と台湾の少数民族プユマ族との文化交流事業として、アイヌ文化保存会訪問団とプユマ民族の代表団

との相互訪問が実現し、双方の伝統料理や古式舞踊を披露するなど交流を深めました。この訪問をきっかけに、今後も交流を継続

することとしています。また、平成22(2010)年度には中国・上海で開催された上海万博「北海道の日」で伝統芸能「駒踊り」を披露した

ほか、特に力を入れている中国との交流では、地元の物産・観光のＰＲに勤めました。

在住・来道外国人に対する各自治体の取組としては、釧路市では平成24年4月より6言語（英語、韓国語、繁体字、簡体字、ロシア

語、ベトナム語）のホームページを開設し、特に在住外国人への生活情報や防災情報の提供を行っております。根室市、標津町な

どで英語とロシア語を併記した案内板を設置しており、特に根室市ではロシア語に対応できる相談窓口を設置しています。

世界自然遺産に「知床」が登録された羅臼町をはじめ各市町村では、増加する外国人観光客に対応するため、英語、中国語及び

韓国・朝鮮語などのパンフレットを作成し、活用しています。

弟子屈町では、近年増加する外国からの観光客に対する観光情報の提供を図るため、英語・韓国語・中国語（簡体語・繁体語）の

観光パンフレットを作成し、外国人観光客誘致事業で活用しており、各観光案内所はもちろん、JNTOを通じて各国で配布する他、

英語版のホームページも作成しています。

鶴居村では、タンチョウの飛来地である鶴見台と鶴居・伊藤サンクチュアリに英語によるタンチョウに関する説明看板を設置

しています。

浜中町では、平成９年度から国際教育の一環として、町立霧多布高等学校生をオーストラリアに派遣し、ホームスティーや学校訪

問による語学研修、現地生徒との交流・親睦を図る海外交流派遣事業を行っています。

さらに国の事業として、平成18(2006)年７月に「日中韓観光大臣会合」が釧路市阿寒町で開催され、観光交流拡大に向けて三カ

国が連携を強化していくことを目的に「日中韓三国間の観光交流と協力の強化に関する北海道宣言」を世界に向けて宣言しました。
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また、平成24年6月13日から15日の日程で、国土交通省の国際会議「第5回日中航空政策対話」が、釧路市阿寒町で開催されまし

た。

２ 国際交流団体の活動状況

釧路・根室地域には、42の国際交流団体があり、それぞれ特徴のある活動をしています。根室市内のロシア語サークル「ブージェ

ム・ドゥルジャーミー」では、北方四島から訪問等で訪れるロシア人の通訳等のボランティアを積極的に引き受け、ロシアとの友好促進

に大きな役割を果たしています。

釧路市に登録して活動していた通訳ボランティアなどを中心として 、平成７ (1995)年に発足した「釧路国際交流ボランテ

ィアの会」では、平成22(2010)年度に（財）自治体国際化協会の「地域国際化協会等先導的施策支援事業」の助成をうけ在住外国人

支援のため多言語による「暮らしのミニガイド」を作成しました。また、機関誌「VISTA｣の発行、ホームビジットの受け入れや、在住外

国人との交流会開催など幅広い活動を行っています。平成24年度には、増加傾向にある海外大型客船の乗客への地元ホスピタリテ

ィーの向上を目的に釧路市の交付金を受け、市民ボランティアの育成講座を開催し客船受入をサポートしました。

平成５(1993)年に釧路市で開かれたラムサール条約第５回締約国会議を受けて、平成７(1995)年に設立された「釧路国際ウエット

ランドセンター（ＫＩＷＣ）」では、ＪＩＣＡによる湿地保全や自然公園制度に関する研修コースの実施、湿地環境及び生物多様性保全

に関する会議・ワークショップの開催などを通じて、自然環境保全に関する国際協力と技術交流を行っています。

３ 大学・経済団体等における国際化に関する取組

釧路公立大学では、海外姉妹校との間で短期交換留学や教員の招へいを行っているほか、北海道教育大学釧路校では、学内

に国際交流委員会を設置し、海外姉妹校との交流が続けられています。釧路工業高等専門学校では、アジア諸国からの留学生の

受け入れやＪＩＣＡプロジェクトへの教員派遣など様々な交流が行われています。また、釧路短期大学でも、中国からの留学生の受け

入れを行っています。

国内唯一の坑内掘炭鉱である釧路炭鉱は、平成14(2002)年１月に閉山した太平洋炭礦から引き継いだ高度な採炭・保安・管理技

術を有しており、海外から技術研修員の受け入れや海外炭鉱への技術者派遣を行っています。

釧路炭鉱では、平成14(2002)年度から、国が策定した「炭鉱技術移転５箇年計画」に基づき、中国及びベトナムから研修員の受け

入れを実施し、平成19(2007)年度以降、国の「産炭国石炭産業高度化事業」・「産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業」により、さら

に専門性の高い研修事業を継続しています。研修員は、最長で約３カ間、釧路市で生活をしながら研修を受けており、釧路市では

市民交流推進会議を組織して地域住民などとの交流事業を実施し、研修対象国から高い評価を得ています。

４ その他の動き

世界的な経済環境悪化により、海外観光の主軸をなしていた台湾・韓国からの観光客が減少傾向を示す中、平成20(2008)年８月

から９月にかけて道東地方（釧路・厚岸・阿寒湖畔・弟子屈町・美幌峠・斜里町・網走市・知床）でロケを行った中国のラブコメディ映

画「非誠勿擾」の中国国内での大ヒットにより、映画を核とした中国からの観光客誘致への取組を行っています。

釧路市では、平成６（1994）年に設立された釧路市海外研修事業等実行委員会（旧称：釧路市海外青年招へい事業実行委員会）

が、ＪＩＣＡの青年研修事業（旧称：海外青年招へい事業）等を受託し、平成24(2012)年12月末までに延べ527名の海外青年リーダー

を受け入れ、地域レベルで開発途上国の人づくりを支援しています。

根室市では、地域特産種であるハナサキガニ資源とその価値の増大を目的とした「ハナサキ・プログラム」推進のため、平成14

(2002)年度から平成20(2008)年度までワークショップを開催し、サハリン漁業・海洋学研究所(サフニロ)との共同の取組を行いまし

た。平成20年度の「第７回ハナサキ・プログラム・ワークショップ」は根室市において開催され、根室側とサフニロ側から調査及び研究

成果についての報告や研究成果の総括について、専門的な立場からの議論が熱心に行われ、当初計画の取組を終了しました。

標茶町では、旧満州開拓団が現地で作った「弥栄(いやさか)村」(現中国黒竜江省孟家崗鎮)からの引揚者が住む地域「弥栄(いや

さか)地区」があり、中国との関係が深く、住民を主体とした国際交流が行われています。平成９(1997)年には国際交流の拠点

となる弥栄国際交流館が建設されています。中国青少年芸術交流団の来町や有志による孟家崗やジャムス市への訪問など様々

な交流が盛んに行われています。

白糠町では、平成20（2008）年度より外国語指導助手（ALT）を２名、さらには国際交流員の任期が終了することを機に、平成22(20

10)年度から中国語の指導助手を道内では唯一配置し、町内の児童・生徒に外国語をわかりやすく指導を行っているほか、白糠町の

文化や魅力に多く触れてもらえるよう取り組んでいます。

厚岸町では、平成18(2006)年まで13回、国際交流団体アイリスが主体となって、町内の中高生を姉妹都市オーストラリア・クラレン

ス市に派遣する事業を実施しており、ホームステイなどの体験を通して幅広い人間形成を図る等、国際感覚を養うことができました。

また、この姉妹都市交流は、経済交流に発展し、クレランス市のシングルシードカキ養殖技術の導入にも結びついています。

弟子屈町では、平成17(2005)年に中国河南省商丘市、山東省泗水県及び山東省濱州市濱城区と友好交流協定を締結し、今後
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交流を図ることとしています。

５ 平成24(2012)年度の主な動き

釧路地域の市町村（釧路市、釧路町、鶴居村、標茶町、厚岸町、浜中町）などを構成団体とする釧路国際ウェットランドセンター

（ＫＩＷＣ）は、平成2４(2012)年も開発途上国の行政官や専門家を対象としたＪＩＣＡ研修に協力し、「地域における湿地の生物多様性

の保全と持続的利用研修」、「自然・文化資源の持続可能な利用（エコツーリズム）研修」及び「イラン国別研修 湿原管理コース」を

実施しました。また、ルーマニアのブカレストで開催されたラムサール条約COP１１に参加した際にも、アンザリ湿原関係者と交流を行

いました。

平成23年9月、釧路市動物園から台北市立動物園に、学術交流を目的として２羽のタンチョウが無償貸与されたことから、平成24

年5月には、タンチョウの血統管理並びに飼育技術の研修、および学術交流を目的に派遣された台北市立動物園職員3名を受入た

ほか、同年11月には台北市立動物園園長ほか2名を講師として招へいしタンチョウ特別天然記念物指定60周年記念公開シンポジウ

ムを開催いたしました。また、同月には動物園の学芸員1名を台北市立動物園主催の生息域外保全国際会議に派遣し、学術交流を

深めました。



平成24年12月末日現在

振興局名 市町村名 国名 州等名 市町村名 提携年月日 提携順

1 夕張市 中国 遼寧省 撫順市 1982年4月19日 34

2 アメリカ アイダホ州 ポカテロ市 1985年5月20日 40

3 アメリカ オレゴン州 キャンビー市 1989年7月19日 50

4 芦別市 カナダ プリンスエドワードアイランド州 シャーロットタウン市 1993年7月1日 72

5 韓国 江原道 三陟市 1997年7月18日 82

6 中国 湖南省 汨羅市 1999年9月30日 94

7 滝川市 アメリカ マサチューセッツ州 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ市 1993年8月7日 73

8 深川市 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 アボツフォード市 1998年9月14日 92

9 奈井江町 フィンランド ハウスヤルビ町 1995年4月1日 77

10 上砂川町 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 スパーウッド 1980年9月23日 29

11 沼田町 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 ポートハーディ 1994年9月3日 76

12 アメリカ オレゴン州 ポートランド市 1959年11月17日 1

13 ドイツ バイエルン州 ミュンヘン市 1972年8月28日 16

14 中国 遼寧省 瀋陽市 1980年11月18日 31

15 ロシア ノボシビルスク州 ノボシビルスク市 1990年6月13日 54

16 韓国 大田広域市 2010年10月22日 111

17 江別市 アメリカ オレゴン州 グレシャム市 1977年5月20日 25

18 アメリカ アラスカ州 アンカレジ市 1969年4月21日 10

19 ノルウェー ブスケルー県 コングスベルグ市 1988年8月31日 47

20 中国 吉林省 長春市 2004年10月11日 103

21 恵庭市 ニュージーランド カンタベリー地方 ティマル市 2008年2月13日 107

22 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 キャンベルリバー 1983年10月24日 36

23 ロシア ハバロフスク ワニノ 1993年6月3日 71

24 中国 四川省 彭州 2000年10月24日 96

25 当別町 スウェーデン ダーラナ県 レクサンド市 1987年10月5日 45

26 ロシア 沿海地方 ナホトカ市 1966年9月12日 7

27 ニュージーランド ダニーデン市 1980年7月25日 28

28 韓国 ソウル特別市江西区 2009年2月5日 109

29 蘭越町 オーストリア ザルツブルグ州 サールフェルデン 1969年10月15日 13

30 倶知安町 スイス グラウ・ビュンデン州 サン・モリッツ 1964年3月19日 3

31 積丹町 アメリカ オレゴン州 シーサイド 1966年5月17日 6

32 余市町 イギリス スコットランド地方 イースト・ダンバートンシャイア市 1997年11月11日 86

33 アメリカ テネシー州 ノックスビル市 1991年1月16日 59

34 中国 山東省 日照市 2002年7月26日 102

35 ニュージーランド ネーピア市 1980年4月22日 27

36 中国 河北省 秦皇島市 1998年9月1日 91

37 登別市 中国 広東省 広州 2002年5月19日 101

38 登別市 アメリカ 北マリアナ諸島 サイパン 2006年11月20日 105

39 登別市 デンマーク ファボー・ミッドﾌｭﾝ 2007年6月10日 106

40 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 レイクカウチン町 1989年10月8日 52

41 中国 福建省 漳州市 2010年4月7日 110

42 壮瞥町 フィンランド ラップランド ケミヤルヴィ 1993年5月22日 70

43 白老町 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 ケネル市 1981年7月13日 32

44 日高 新ひだか町 アメリカ ケンタッキー州 レキシントン市 1988年7月21日 46

45 カナダ ノバ・スコシア州 ハリファックス 1982年11月25日 35

46 ロシア 沿海地方 ウラジオストク 1992年7月28日 67

47 オーストラリア ニュー・サウス・ウェールズ州 レイク・マコーリー 1992年7月31日 69

48 ロシア サハリン州 ユジノサハリンスク市 1997年9月27日 84

49 中国 河北省 天津 2001年10月18日 100

50 韓国 京畿道 高陽市 2011年8月1日 113

51 七飯町 アメリカ マサチューセッツ州 コンコード 1997年11月15日 87

52 檜山 せたな町 アメリカ カリフォルニア州 ﾊﾝﾌｫｰﾄﾞ 1991年8月11日 64

岩見沢市

赤平市

札幌市

室蘭市

苫小牧市

伊達市

道内市町村姉妹友好提携先一覧（市町村別）

空知

石狩
千歳市

石狩市

後志

小樽市

胆振

渡島
函館市
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振興局名 市町村名 国名 州等名 市町村名 提携年月日 提携順

53 アメリカ イリノイ州 ブルーミントン市・ノーマル市 1962年10月11日 2

54 ロシア サハリン州 ユジノサハリンスク市 1967年11月10日 8

55 韓国 京畿道 水原市 1989年10月17日 53

56 中国 黒龍江省 哈爾濱市 1995年11月21日 78

57 士別市 オーストラリア ニュー・サウス・ウェールズ州 ゴールバーン市 1999年7月3日 93

58 カナダ オンタリオ州 リンゼイ(現カワーサレイクス) 1969年8月1日 12

59 ロシア サハリン州 ドーリンスク 1991年3月25日 61

60 富良野市 オーストリア シュタイヤーマルク市 シュラートミンク 1977年2月23日 23

61 鷹栖町 オーストラリア クィーンズランド州 ゴールドコースト 1997年11月18日 88

62 上川町 カナダ アルバータ州 ロッキーマウンテンハウス 1984年6月21日 38

63 カナダ アルバータ州 キャンモア町 1989年7月12日 49

64 ラトビア ヴァルミエラ州 ルーイエナ市 2008年7月17日 108

65 美瑛町 オーストリア ザルツブルグ州 ザールバッハ 1973年6月18日 20

66 上富良野町 カナダ アルバータ州 カムローズ市 1985年9月5日 42

67 占冠村 アメリカ コロラド州 アスペン市 1991年8月29日 65

68 剣淵町 ペルー バルカマヨ区 2011年7月6日 112

69 下川町 カナダ オンタリオ州 ケノーラ 2001年2月16日 98

70 美深町 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 ｱｼｭｸﾗﾌﾄ村 1994年7月23日 75

71 留萌市 ロシア ブリヤート自治共和国 ｳﾗﾝ･ｳﾃﾞ市 1972年7月23日 14

72 遠別町 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 ｷｬｯｽﾙｶﾞｰ市 1989年6月21日 48

73 アメリカ アラスカ州 ホーマー市 1984年4月7日 37

74 ロシア サハリン州 トマリ市 1992年7月28日 68

75 ロシア サハリン州 ネベリスク市 1972年9月8日 17

76 フィリピン マウンテン バギオ市 1973年3月20日 19

77 ロシア サハリン州 コルサコフ市 1991年7月2日 62

78 ロシア サハリン州 ユジノサハリンスク市 2001年9月9日 99

79 猿払村 ロシア サハリン州 オジョールスキィ村 1990年12月25日 57

80 枝幸町 スウェーデン ベステルノルランド州 ソレフテオ市 1996年11月4日 81

81 アメリカ ニュージャージー州 エリザベス市 1969年6月12日 11

82 ロシア サハリン州 ポロナイスク市 1972年8月13日 15

83 韓国 慶尚南道 晋州市 1985年5月16日 39

84 カナダ アルバータ州 バーヘッド町 1991年7月4日 63

85 網走市 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 ポートアルバーニ 1986年2月9日 43

86 アメリカ オレゴン州 ニューポート市 1966年4月8日 5

87 ロシア サハリン州 コルサコフ市 1991年1月12日 58

88 アメリカ アラスカ州 フェアバンクス市 1991年2月8日 60

89 美幌町 ニュージーランド ワイパ地区 ケンブリッジ 1997年10月12日 85

90 津別町 台湾 彰化県 二水郷 2012年10月8日 114

91 清里町 ニュージーランド タスマン地区 モトエカ町 1997年9月7日 83

92 佐呂間町 アメリカ アラスカ州 パーマ市 1980年10月28日 30

93 ブラジル サンパウロ州 バストス 1972年10月19日 18

94 フランス フランシュ・コンテ州ジュラ県 モアラン・アン・モンターニュ 1998年5月22日 89

95 カナダ アルバータ州 ホワイトコート 1998年7月17日 90

96 ニュージーランド カンタベリー地方 セルウィン町 2000年7月14日 95

97 興部町 カナダ アルバータ州 ステットラー 1990年6月26日 55

98 アメリカ アラスカ州 スワード市 1968年3月27日 9

99 中国 遼寧省 朝陽市 2000年11月17日 97

100 アメリカ ウイスコンシン州 マディソン市 2006年10月25日 104

101 鹿追町 カナダ アルバータ州 ストニィ・プレィン町 1985年8月26日 41

102 芽室町 アメリカ カリフォルニア州 トレーシー市 1989年8月5日 51

103 広尾町 ノルウェー フログン市 1996年10月22日 80

104 池田町 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 ペンティクトン市 1977年5月19日 24

105 豊頃町 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 サマーランド 1996年6月11日 79

106 本別町 オーストラリア ヴィクトリア州 ミッチェル 1991年9月15日 66

107 足寄町 カナダ アルバータ州 ウェタスキウィン市 1990年9月15日 56

108 陸別町 カナダ アルバータ州 ラコーム市 1986年7月5日 44

109 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 バーナビー 1965年9月9日 4

110 ロシア サハリン州 ホルムスク 1975年8月27日 21

111 厚岸町 オーストラリア タスマニア州 クラレンス市 1982年2月9日 33

112 アメリカ アラスカ州 シトカ市 1975年12月19日 22

113 ロシア サハリン州 セベロクリリスク市 1994年1月27日 74

114 別海町 ドイツ バイエルン州 バッサーブルグ市 1979年5月1日 26

天塩町

釧路市

帯広市

留萌

宗谷

十勝

釧路

旭川市

名寄市

上川

東川町

根室
根室市

稚内市

オホーツク

北見市

紋別市

遠軽町

湧別町
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平成24年12月末日現在

国名 州等名 市町村名 市町村名 提携年月日 提携順

1 アシュクラフト村 美深町 1994年7月23日 75

2 アボツフォード市 深川市 1998年9月14日 92

3 ｷｬｯｽﾙｶﾞｰ市 遠別町 1989年6月21日 48

4 キャンベルリバー 石狩市 1983年10月24日 36

5 ケネル市 白老町 1981年7月13日 32

6 サマーランド 豊頃町 1996年6月11日 79

7 スパーウッド 上砂川町 1980年9月23日 29

8 バーナビー 釧路市 1965年9月9日 4

9 ペンティクトン市 池田町 1977年5月19日 24

10 ポートアルバーニ 網走市 1986年2月9日 43

11 ポートハーディ 沼田町 1994年9月3日 76

12 レイクカウチン町 伊達市 1989年10月8日 52

13 ウェタスキウィン市 足寄町 1990年9月15日 56

14 カムローズ市 上富良野町 1985年9月5日 42

15 キャンモア町 東川町 1989年7月12日 49

16 ステットラー 興部町 1990年6月26日 55

17 ストニィ・プレィン町 鹿追町 1985年8月26日 41

18 バーヘッド町 北見市 1991年7月4日 63

19 ホワイトコート 湧別町 1998年7月17日 90

20 ラコーム市 陸別町 1986年7月5日 44

21 ロッキーマウンテンハウス 上川町 1984年6月21日 38

22 ケノーラ 下川町 2001年2月16日 98

23 リンゼイ(現カワーサレイクス) 名寄市 1969年8月1日 12

24 ノバ・スコシア州 ハリファックス 函館市 1982年11月25日 35

25 プリンスエドワードアイランド州 シャーロットタウン市 芦別市 1993年7月1日 72

26 アンカレジ市 千歳市 1969年4月21日 10

27 シトカ市 根室市 1975年12月19日 22

28 スワード市 帯広市 1968年3月27日 9

29 パーマ市 佐呂間町 1980年10月28日 30

30 ホーマー市 天塩町 1984年4月7日 37

31 キャンビー市 岩見沢市 1989年7月19日 50

32 グレシャム市 江別市 1977年5月20日 25

33 シーサイド 積丹町 1966年5月17日 6

34 ニューポート市 紋別市 1966年4月8日 5

35 ポートランド市 札幌市 1959年11月17日 1

36 コンコード 七飯町 1997年11月15日 87

37 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ市 滝川市 1993年8月7日 73

38 トレーシー市 芽室町 1989年8月5日 51

39 ﾊﾝﾌｫｰﾄﾞ せたな町 1991年8月11日 64

40 アイダホ州 ポカテロ市 岩見沢市 1985年5月20日 40

41 アラスカ州 フェアバンクス市 紋別市 1991年2月8日 60

42 イリノイ州 ブルーミントン市・ノーマル市 旭川市 1962年10月11日 2

43 ウイスコンシン州 マディソン市 帯広市 2006年10月25日 104

44 ケンタッキー州 レキシントン市 新ひだか町 1988年7月21日 46

45 コロラド州 アスペン市 占冠村 1991年8月29日 65

46 テネシー州 ノックスビル市 室蘭市 1991年1月16日 59

47 ニュージャージー州 エリザベス市 北見市 1969年6月12日 11

48 北マリアナ諸島 サイパン 登別市 2006年11月20日 105

49 オジョールスキィ村 猿払村 1990年12月25日 57

50 コルサコフ市 紋別市 1991年1月12日 58

51 コルサコフ市 稚内市 1991年7月2日 62

52 セベロクリリスク市 根室市 1994年1月27日 74

53 ドーリンスク 名寄市 1991年3月25日 61

54 トマリ市 天塩町 1992年7月28日 68

55 ネベリスク市 稚内市 1972年9月8日 17

56 ホルムスク 釧路市 1975年8月27日 21

57 ポロナイスク市 北見市 1972年8月13日 15

58 ユジノサハリンスク市 旭川市 1967年11月10日 8

59 ユジノサハリンスク市 函館市 1997年9月27日 84

60 ユジノサハリンスク市 稚内市 2001年9月9日 99

61 ウラジオストク 函館市 1992年7月28日 67

62 ナホトカ市 小樽市 1966年9月12日 7

63 ノボシビルスク州 ノボシビルスク市 札幌市 1990年6月13日 54

64 ハバロフスク ワニノ 石狩市 1993年6月3日 71

65 ブリヤート自治共和国 ｳﾗﾝ･ｳﾃﾞ市 留萌市 1972年7月23日 14

カナダ

ブリティッシュ・コロンビア州

アルバータ州

オンタリオ州

アメリカ

アラスカ州

オレゴン州

マサチューセッツ州

カリフォルニア州

ロシア

サハリン州

沿海地方

道内市町村姉妹友好提携先一覧（国別）
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国名 州等名 市町村名 市町村名 提携年月日 提携順

66 朝陽市 帯広市 2000年11月17日 97

67 瀋陽市 札幌市 1980年11月18日 31

68 撫順市 夕張市 1982年4月19日 34

69 天津 函館市 2001年10月18日 100

70 秦皇島市 苫小牧市 1998年9月1日 91

71 黒龍江省 哈爾濱市 旭川市 1995年11月21日 78

72 湖南省 汨羅市 赤平市 1999年9月30日 94

73 広東省 広州 登別市 2002年5月19日 101

74 山東省 日照市 室蘭市 2002年7月26日 102

75 四川省 彭州 石狩市 2000年10月24日 96

76 福建省 漳州市 伊達市 2010年4月7日 110

77 吉林省 長春市 千歳市 2004年10月11日 103

78 ソウル特別市江西区 小樽市 2009年2月5日 109

79 大田広域市 札幌市 2010年10月22日 111

80 京畿道 水原市 旭川市 1989年10月17日 53

81 京畿道 高陽市 函館市 2011年8月1日 113

82 慶尚南道 晋州市 北見市 1985年5月16日 39

83 江原道 三陟市 赤平市 1997年7月18日 82

84 セルウィン町 湧別町 2000年7月14日 95

85 ティマル市 恵庭市 2008年2月13日 107

86 タスマン地区 モトエカ町 清里町 1997年9月7日 83

87 ワイパ地区 ケンブリッジ 美幌町 1997年10月12日 85

88 ネーピア市 苫小牧市 1980年4月22日 27

89 ダニーデン市 小樽市 1980年7月25日 28

90 ゴールバーン市 士別市 1999年7月3日 93

91 レイク・マコーリー 函館市 1992年7月31日 69

92 ヴィクトリア州 ミッチェル 本別町 1991年9月15日 66

93 クィーンズランド州 ゴールドコースト 鷹栖町 1997年11月18日 88

94 タスマニア州 クラレンス市 厚岸町 1982年2月9日 33

95 ザールバッハ 美瑛町 1973年6月18日 20

96 サールフェルデン 蘭越町 1969年10月15日 13

97 シュタイヤーマルク市 シュラートミンク 富良野市 1977年2月23日 23

98 ベステルノルランド州 ソレフテオ市 枝幸町 1996年11月4日 81

99 ダーラナ県 レクサンド市 当別町 1987年10月5日 45

100 バッサーブルグ市 別海町 1979年5月1日 26

101 ミュンヘン市 札幌市 1972年8月28日 16

102 ブスケルー県 コングスベルグ市 千歳市 1988年8月31日 47

103 フログン市 広尾町 1996年10月22日 80

104 ラップランド ケミヤルヴィ 壮瞥町 1993年5月22日 70

105 ハウスヤルビ町 奈井江町 1995年4月1日 77

106 台湾 彰化県 二水郷 津別町 2012年10月8日 114

107 フィリピン マウンテン バギオ市 稚内市 1973年3月20日 19

108 イギリス スコットランド地方 イースト・ダンバートンシャイア市 余市町 1997年11月11日 86

109 スイス グラウ・ビュンデン州 サン・モリッツ 倶知安町 1964年3月19日 3

110 フランス フランシュ・コンテ州ジュラ県 モアラン・アン・モンターニュ 遠軽町 1998年5月22日 89

111 デンマーク ファボー・ミッドﾌｭﾝ 登別市 2007年6月10日 106

112 ラトビア ヴァルミエラ州 ルーイエナ市 東川町 2008年7月17日 108

113 ブラジル サンパウロ州 バストス 遠軽町 1972年10月19日 18

114 ペルー バルカマヨ区 剣淵町 2011年7月6日 112

オーストリア

ニュー・サウス・ウェールズ州

ザルツブルグ州

中国

遼寧省

河北省

スウェーデン

ドイツ バイエルン州

ノルウェー

フィンランド

韓国

ニュージーランド

カンタベリー地方

オーストラリア
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各年12月末日現在

H24 H23
夕張市 28 30
岩見沢市 136 133
美唄市 40 65
芦別市 61 60
赤平市 58 61
三笠市 12 14
滝川市 75 67
砂川市 20 20
歌志内市 13 13
深川市 74 77
町村計 193 172

札幌市 9,607 9,546
江別市 382 332
千歳市 389 365
恵庭市 243 243
北広島市 148 144
石狩市 136 145
町村計 35 36

小樽市 447 481
町村計 847 980

室蘭市 295 294
苫小牧市 447 451
登別市 96 119
伊達市 111 116
町村計 284 244

日高 414 町村計 414 443
函館市 772 760
北斗市 85 93
町村計 449 477

檜山 72 町村計 72 94
旭川市 691 700
士別市 40 53
名寄市 57 67
富良野市 81 97
町村計 301 262

留萌市 99 106
町村計 102 132
稚内市 340 378
町村計 295 356

北見市 317 320
網走市 168 175
紋別市 254 310
町村計 678 766

帯広市 466 484
町村計 522 489

釧路市 495 502
町村計 207 212

根室市 265 284
町村計 323 307

21,670 22,075
（総合政策部知事室国際課調査）

圏域名

北海道における在住外国人数

空知 710

石狩 10,940

後志 1,294

胆振 1,233

渡島 1,306

十勝 988

釧路 702

上川 1,170

留萌 201

宗谷 635

合計

道央圏 14,591

道南圏 1,378

道北圏 2,006

オホーツク圏 1,417

十勝圏 988

釧路・根室圏 1,290

外国人登録者数
市町村名総合振興局・振興局名

根室 588

オホーツク 1,417
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１　留学生在籍学校数

大学

短期学校

高等専門学校

専門学校（専門課程）

２　学校種別留学生人数

３　国籍・地域別留学生人数

アメリカ

インドネシア

北海道における外国人留学生在籍状況（各年5月1日現在）

1.227 1.0

1.6

27 1.053

1.537 1.4

60 2.2

48

1.9

12.2

1.1

333

2,737

39

100.0100.0

318 11.6

1.4

合計 2,734

その他

バングラデシュ

モンゴル

ロシア 33

29

タイ 42

中国

韓国

台湾

マレーシア

297

2.7

91 3.375

75

2.7

90

1.844

55 2.0

3.3

61.41,712 62.6 1,679

10.9307 11.2

平成23年平成24年

人数 構成比人数 構成比

2.2

72 2.6

大学

0.9

58 2.1

24

合計

1.2

高等専門学校

2,571

61

2,737 100.0

3

人数 構成比

2,623 95.8 94.0

14

平成23年

14

平成23年

（独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）「外国人留学生在籍状況調査結果」）

5

人数

30

構成比

1.1

4

平成24年

平成24年

30

4

2,734 100.0

短期大学

専修学校

32

31
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平成24年12月末日現在

小学校

学校名 相手校名 国名 地域名 交流開始年月 交流種別

札幌市立厚別西小学校 ジョン・ウェットン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６１．１２ 姉妹提携

札幌市立北九条小学校 バーノン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５９．　８ 姉妹提携

札幌市立北の沢小学校 ウィリアム・ナイト小学校 アメリカ オレゴン州キャンピー Ｈ１０．　９ 姉妹提携

札幌市立幌西小学校 ジャンジャコブアスター小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４０．　４ 姉妹提携

札幌市立幌西小学校 小西路小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｈ１７．１１ 交流

札幌市立三角山小学校 南京街第一小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｓ５６．　４ 姉妹提携

札幌市立新川中央小学校 チーフジョセフ小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５１．　４ 姉妹提携

札幌市立澄川南小学校 キャピタルヒル校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５９．　５ 姉妹提携

札幌市立桑園小学校 ノボシビルスク市第163中等学校 ロシア ノボシビルスク州ノボシビルスク Ｈ　２．　６ 姉妹交流

札幌市立月寒小学校 レント小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４２　　　 姉妹提携

札幌市立手稲山口小学校 黄山路小学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｈ　４．１２ 交流

札幌市立豊園小学校 ロザムントウェラー小学校 アメリカ アラスカ州 Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立白楊小学校 スイットン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｈ　３．　７ 姉妹提携

札幌市立八軒西小学校 ビュート小学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｓ６３．　７ 姉妹提携

札幌市立南小学校 メリーズビル小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ３９．　２ 姉妹提携

札幌市立宮の森小学校 リッチモンド学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｈ１７．　２ 姉妹提携

札幌市立山の手南小学校 啓聖初等学校 韓国 大邸広域市 Ｓ５８．１１ 姉妹提携

札幌市立大倉山小学校 ジャスパー小学校 カナダ アルバータ州ジャスパー Ｓ６１　　　 交流

札幌市立幌南小学校 ガスティニュー小学校 アメリカ アラスカ州デュノー Ｓ６１．　１ 姉妹提携

札幌市立東白石小学校 メイプルウッド小学校 カナダ Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立琴似小学校 エインズワース小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６０．　９　　 姉妹提携

札幌市立手稲東小学校 アラメダ小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４４．　８　　　 姉妹提携

札幌市立南郷小学校 アトキンソン小学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４５．　２　　 姉妹提携

札幌市立平岡中央小学校 ハークシェイドギムナジウム ドイツ ホルシュタイン州ノルダーシュタット H２２．　４ 交流

札幌市篠路西小学校 コウジ・ババ・スクール ネパール H２１．　４ 交流

江別市立大麻小学校 西グレシャム小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　９．　７ 姉妹提携

江別市立中央小学校 パウエル・ヴァレイ小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｓ５４．１０ 姉妹提携

江別市立大麻泉小学校 ハイランド小学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｓ５８．　２ 姉妹提携

千歳市立千歳小学校 サンドレイク小学校 アメリカ アラスカ州アンカレッジ Ｈ　４．　１ 交流

石狩市立花川南小学校 蒙阻小学校 中国 四川省彭州 Ｈ　９．　９ 交流

七飯町立大沼小学校 ソロー小学校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ　６．　８ 交流

七飯町立藤城小学校 オルコット小学校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ　９．１２ 交流

雨竜町立雨竜小学校 トロント日本語学校 カナダ オンタリオ州トロント Ｓ５５．　１ 姉妹提携

占冠村立占冠中央小学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立占冠中央小学校 アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立占冠中央小学校 アスペンカントリーデイスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム小学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム小学校 アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム小学校 アスペンカントリーデイスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

北見市立東相内小学校 エルウィ語学校 エジプト ギザ H１６ 姉妹交流

網走市立網走小学校 松柏学園 ブラジル サンパウロ Ｓ５５．　１ 交流

網走市立白鳥台小学校 マジナシティ２コナクリ ギニア Ｈ１２　　　 交流

佐呂間町立佐呂間小学校 パイオニアピーク小学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｈ　２．　９ 姉妹提携

佐呂間町立佐呂間小学校 シェラッド小学校 アメリカ アラスカ州パーマー Ｈ２４ 交流

西興部村立西興部小学校 チャーター小学校 アメリカ アラスカ州ジュノー Ｈ１９．　７ 交流

西興部村立上興部小学校 ハーバービュー小学校 アメリカ アラスカ州ジュノー Ｈ１９．　７ 交流

白老町立白老小学校 バーロークリーク小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｈ１０．　７ 姉妹提携

白老町立萩野小学校 カールソン小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｓ６３．　９ 姉妹提携

白老町立緑丘小学校 レークビュー小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｓ５７．　７ 姉妹提携

白老町虎杖小学校 ブッシレイク小学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｈ１３．　９ 姉妹提携

浦河町立浦河小学校 スカルドバックミドルスクール イギリス フォーレストヒース市 Ｈ１１．１０ 交流

浦河町立野深小学校 ズウーモド第５学校 モンゴル Ｈ　５．　３ 交流

厚岸町立厚岸小学校 リンダスファーン小学校 オーストラリア タスマニア州クラレンス Ｈ　９．１０ 姉妹交流

道内教育機関の交流状況
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平成24年12月末日現在

中学校

学校名 相手校名 国名 地域名 交流開始年月 交流種別

札幌市立稲積中学校 マクシミリアム・ギムナジウム校 ドイツ バイエルン州ミュンヘン Ｓ６２．　９ 姉妹提携

札幌市立柏丘中学校 ウエストシルバン中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６０．１０ 姉妹提携

札幌市立向陵中学校 ボーモント中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５７　　　 姉妹提携

札幌市立中央中学校 国立Ｖａｎｇ初等中等学校 デンマーク コリング Ｈ１５．　１ 交流

札幌市立西岡中学校 ハリエットタブマン中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ６２　　　 姉妹提携

札幌市立伏見中学校 ＤＳマッケンジー中学校 カナダ アルバータ州エドモントン Ｓ５６．１２ 姉妹提携

札幌市立宮の森中学校 リカルダ・フーホ実科学校 ドイツ バイエルン州ミュンヘン Ｓ６２．　９ 姉妹提携

札幌市立手稲東中学校 ファンウッド中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５６．　８ 姉妹提携

札幌市立北栄中学校 オリンピック中学校 フランス グルノーブル Ｓ４５　　　 姉妹提携

札幌市立手稲中学校 キングスレー中学校 アメリカ ミシガン州キングスレー Ｈ１２．　１ 交流

札幌市立もみじ台南中学校 マーカム中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５７．　６ 姉妹提携

札幌市立篠路中学校 ウインターカー中学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５８．　８ 姉妹提携

江別市立野幌中学校 ゴートンラッセル中学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ１５．　１ 姉妹提携

今金町立今金中学校 バーンサイド高校 ニュージーランドクライストチャーチ Ｈ　３．１２ 姉妹提携

赤井川村立赤井川中学校 ストラスモア・カレッジ オーストラリア ビクトリア州メルボルン Ｈ１６．　４ 交流
占冠村立占冠中学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流
占冠村立占冠中学校 アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流
占冠村立占冠中学校 アスペンカントリーディスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム中学校 アスペンミドルスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム中学校 アスペンコミュニティスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

占冠村立トマム中学校 アスペンカントリーディスクール アメリカ コロラド州アスペン Ｈ　１．１０ 交流

上川町立上川中学校 パイオニアスクール カナダ アルバータ州ロッキーマウンテンハウス Ｈ　８．１２ 姉妹提携

清里町立清里中学校 モトエカ高校 ニュージーランドタスマン地区モトエカ町 H　１ 交流

佐呂間町立佐呂間中学校 パーマ中学校 アメリカ アラスカ州パーマ Ｈ１５．　２ 姉妹提携

佐呂間町立佐呂間中学校 コロニー中学校 アメリカ アラスカ州パーマ Ｈ１５．　２ 姉妹提携

佐呂間町立佐呂間中学校 ティーランド中学校 アメリカ アラスカ州パーマ Ｈ１５．　２ 姉妹提携

湧別町立湧別中学校 ダーフィールド高校 ニュージーランドセルウィン Ｈ　９．　３ 交流

湧別町立湖陵中学校 ダーフィールド高校 ニュージーランドセルウィン Ｈ　９．　３ 交流

湧別町立上湧別中学校 ヒルトップ高校 カナダ アルバータ州ホワイトコート Ｈ　４．　１ 交流

西興部村立西興部中学校 フロイドドライディン中学校 アメリカ アラスカ州ジュノー Ｈ１９．　７ 交流

登別市立幌別中学校 ノーアエア校 デンマーク ファボー・ミッドフェン Ｈ　２．　８ 姉妹提携

白老町立白老中学校 コレリュー中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｓ６２．　６ 姉妹提携

白老町立萩野中学校 ケネル中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｈ　４．　９ 姉妹提携

中札内村立中札内中学校 エルマ中学校 アメリカ ワシントン州エルマ Ｈ　７．　３ 交流

清水町立清水中学校 ビーチミドルスクール アメリカ ミシガン州チェルシー Ｈ　６．１０ 交流

清水町立御影中学校 ビーチミドルスクール アメリカ ミシガン州チェルシー Ｈ　６．１０ 交流

芽室町立上美生中学校 ジェファーソン校 アメリカ カリフォルニア州トレーシー Ｈ１９．　５ 姉妹提携

札幌聖心女子学院中学校 聖心フォレストリッジ校 アメリカ ワシントン州シアトル Ｈ１５．　１ 姉妹提携

札幌聖心女子学院中学校 ナント聖心校 フランス ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 Ｈ２０．　１ 姉妹提携

札幌聖心女子学院中学校 聖心バラディーンカレッジ ニュージーランド オークランド Ｈ２１．３ 姉妹提携

札幌聖心女子学院中学校 スチュアートホルム オーストラリア ブリスベン Ｈ１６．１２ 姉妹提携

札幌聖心女子学院中学校 台湾聖心 中国 台北 Ｈ２４．１ 姉妹提携

道内教育機関の交流状況
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高等学校・特別支援学校

学校名 相手校名 国名 地域名 交流開始年月 交流種別

札幌東高等学校 グラント高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ４２．　６ 姉妹提携

札幌西高等学校 ウッドローウィルソン高校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ３９．１１ 姉妹提携

札幌丘珠高等学校 ポートマコーリー高等学校 オーストラリア ニューサウスウェールズ州ポートマコーリー Ｈ　６．１０ 姉妹提携

札幌稲北高等学校 ハメルドン高等学校 イギリス ランカーシャーバーンリー Ｈ　６．１２ 交流

札幌工業高等学校 ベンソン工業高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５２．　１ 姉妹提携

札幌北陵高等学校 カーボロ高校 アメリカ 交流

札幌白石高等学校 コンコードカーライル高校 アメリカ マサチューセッツ州コンコード Ｈ１０．　９ 交流

札幌国際情報高等学校 上海高級ルーワン中学校 中国 上海 Ｈ１０．　３ 姉妹提携

札幌国際情報高等学校 ハルビン第３中学校 中国 黒竜江省哈爾浜 Ｈ１０．　３ 姉妹提携

札幌国際情報高等学校 ノーブルズ学校 アメリカ マサチューセッツ州ボストン Ｈ１７．　９ 姉妹提携

北海道拓北養護学校 韓国又進学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ２０．　３ 姉妹提携

市立札幌旭丘高等学校 ホーリーイノセントエピスコパル校 アメリカ ジョージア州アトランタ Ｈ１５．　３ 姉妹提携

市立札幌大通高等学校 西松高等学校 中華民国(台湾) 台北市 Ｈ２１ 交流

市立札幌開成高等学校 クリーブランド高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｈ　４．　５ 姉妹提携

市立札幌清田高等学校 瀋陽市第二中学校 中国 遼寧省瀋陽 Ｓ５７．　８ 姉妹提携

市立札幌新川高等学校 ローズベルト高等学校 アメリカ オレゴン州ポートランド Ｓ５８．　８ 姉妹提携

千歳高等学校 空港高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ　６．１１ 友好提携

北広島西高等学校 エーデンボーマン高等学校 カナダ サスカチュアン州サスカツーン Ｈ　６．　２ 姉妹提携

町立瀬棚商業高等学校 ハンフォード高等学校、ハンフォード西高等学校 アメリカ カリフォルニア州ハンフォード Ｈ１０．１０ 姉妹提携

上ノ国高等学校 シエイラパーク州立高校 オーストラリア シエイラパーク州シエイラパーク Ｈ１７．１１ 交流

今金高等養護学校 バーンサイド高校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１０．　７ 交流

小樽水産高等学校 ワイアナエ小学校 アメリカ ハワイ州ホノルル Ｈ　９．１１ 交流

蘭越高等学校 クレモント高校 オーストリア タスマニア州ホバート Ｈ１６．　２ 交流

倶知安農業高等学校 ラ・ウニオン校 ペルー リマ Ｈ１１． 交流

市立滝川西高等学校 ロングメドー高校 アメリカ マサチューセッツ州 Ｈ１８．１０ 交流

旭川西高等学校 哈爾浜市第三中学校 中国 黒竜江省哈爾浜 Ｈ　２．　５ 友好提携

旭川陵雲高等学校 リンゼーサーバー総合高等学校 カナダ アルバータ州レッドディア Ｈ　５．１１ 姉妹提携

士別翔雲高等学校 マルワリーハイスクール オーストラリア コールバーン市 Ｈ１４．　７ 交流

中川商業高等学校 誠庵女子情報産業高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｈ１０．１０ 交流

上富良野高等学校 ジャスパープレイス高等学校 カナダ アルバータ州エドモントン Ｓ５９．　１ 姉妹提携

村立おといねっぷ美術工芸高等学校 レクサンド高校 スウェーデン ダーラナ州レクサンド市 Ｈ２０．１０ 姉妹提携

東川養護学校 釜山恩愛学校 韓国 釜山市 Ｈ２２．　１ 姉妹提携

羽幌高校 素明女子高等学校 韓国 京畿道富川 Ｈ１１．１１ 交流

清里高等学校 モトエカ高等学校 ニュージーランド ネルソン郡モトエカ Ｈ　１ 交流

小清水高等学校 リンウッドカレッジ（高校） ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１０．　７ 姉妹提携

佐呂間高等学校 パーマ高等学校 アメリカ アラスカ州パーマ Ｈ　２．　８ 姉妹提携

常呂高等学校 バーベットコンポサイト高等学校 カナダ アルバータ州バーベット Ｈ　８．　１ 交流

室蘭清水丘高等学校 マウントエッジカム高等学校 アメリカ アラスカ州シトカ Ｓ６１．　１ 姉妹提携

白老東高等学校 コレリュー中高等学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ケネル Ｓ６２．　６ 姉妹提携

苫小牧西高等学校 泰皇島実験中学 中国 河北省泰皇島市 Ｈ１９．１０ 姉妹提携

苫小牧総合経済高等学校 梨花女子大学併設メディア高校 韓国 ソウル特別市 Ｈ２１．　９ 姉妹提携

登別明日中等教育学校 ボッセル高校 アメリカ ワシントン州ボッセル Ｈ２０．１２ 姉妹提携

町立えりも高等学校 茂山中高等学校 韓国 慶州 Ｈ　８．　１ 姉妹提携

更別農業高等学校 テアムツカレッジ ニュージーランド ワイカト州テアムツ Ｈ１４．　８ 交流

鹿追高等学校 メモリアル．コンポジット高校 カナダ アルバータ州ストーニープレイン Ｓ６２．　８ 交流

広尾高等学校 ブルックスコンポジット高校 カナダ アルバータ州ブルックス Ｈ　６．１２ 姉妹提携

池田高等学校 ペンティクトン中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ペンティクトン Ｈ　３．　１ 姉妹提携

池田高等学校 サマーランド中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州サマーランド Ｈ１１．　６ 姉妹提携

池田高等学校 プリンセスマーガレット中学校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ペンティクトン Ｈ１５．　１ 姉妹提携

北海高等学校 ﾚｽﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｶﾚｼﾞｪｲﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ高等学校 カナダ アルバータ州レスブリッジ Ｈ　３．　１ 姉妹提携

北海高等学校 ブロック大学 カナダ オンタリオ州ｾﾝﾄ・ﾁｬｻﾘﾝｽﾞ Ｈ１２．１０ 姉妹提携

北海学園札幌高等学校 ﾚｽﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｶﾚｼﾞｪｲﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ高等学校 カナダ アルバータ州レスブリッジ Ｈ　３．　１ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 セント・ジョセフズ・ナッジ・インターナショナルカレッジ オーストラリア クイーンズランド州ブリスベン Ｈ１４．１０ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 マキロップ・キャソリック・リジオナルカレッジ オーストラリア ビクトリア州ワラビー Ｈ１４．１０ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 エルピストン・セカンドリースクール カナダ ブリティッシュコロンビア州ギブソン Ｈ１４．１０ 姉妹提携

札幌静修学園高等学校 マレスピナ・インターナショナルハイスクール カナダ ブリティッシュコロンビア州ナナイモ Ｈ１４．１０ 姉妹提携

札幌山の手高等学校 タカプナ・グラマースクール ニュージーランド オークランド市 Ｈ１５．　３ 姉妹提携

札幌山の手高等学校 セントビーツ・カレッジ ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１５．　７ 姉妹提携

札幌山の手高等学校 セントラル・ハイスクール アメリカ オレゴン州 Ｈ１７．１１ 姉妹提携

札幌新陽高等学校 ブロック高等学校 カナダ オンタリオ州カソニソグトン Ｈ　２．１０ 姉妹提携

札幌創成高等学校 ギルフォード・ヤングカレッジ オーストラリア タスマニア州ホバート Ｈ１０．　５ 姉妹提携

札幌創成高等学校 マウント・アスパイアリンクカレッジ ニュージーランド ワナカ Ｈ１５．　７ 姉妹提携

札幌創成高等学校 タンボリン・マウンテン・ステイト・スクール オーストラリア タンボリン Ｈ１６．１０ 姉妹提携

札幌聖心女子学院高等学校 聖心フォレストリッジ校 アメリカ ワシントン州シアトル Ｈ１５．　１ 姉妹提携

札幌聖心女子学院高等学校 ナワミン高等学校 タイ バンコク Ｈ１１． 交流

札幌聖心女子学院高等学校 ナント聖心校 フランス ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 Ｈ２０．１ 姉妹提携

札幌聖心女子学院高等学校 聖心バラディーンカレッジ ニュージーランド オークランド Ｈ２１．３ 姉妹提携

札幌聖心女子学院高等学校 スチュアートホルム オーストラリア ブリスベン Ｈ１６．１２ 姉妹提携

札幌聖心女子学院高等学校 台湾聖心 中国 台北 Ｈ２４．１ 姉妹提携

道内教育機関の交流状況
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札幌日本大学高等学校 ナサリア・セカンダリーカレッジ オーストラリア ビクトリア州ナサリア Ｈ　９．　９ 姉妹提携

札幌日本大学高等学校 イラワラ・グラマースクール オーストラリア サウスウェールズ州ウーロンゴンゴ Ｈ　９．　９ 姉妹提携

札幌日本大学高等学校 ヘレブレイカレッジ オーストラリア ビクトリア州キースボーロー Ｈ　９．　９ 姉妹提携

札幌日本大学高等学校 アルダーグローブ・セカンダリースクール カナダ ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ州ｱﾙﾀﾞｰｸﾞﾛｰﾌﾞ Ｈ　９．　９ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 ロード・ボタタ高等学校 アメリカ バージニア州ボタタ Ｈ１１．　３ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 ビリュニス・ウズピスセカンダリースクール リトアニア ビリュニス Ｈ１１．　９ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 ビリュニス・リセウム理数高等学校 リトアニア ビリュニス Ｈ１１．　９ 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 コックホック高校 ベトナム フエ Ｈ１２．　７ 交流

立命館慶祥高等学校 安養外国語高等学校 韓国 安養市 Ｈ１７．　７ 交流

立命館慶祥高等学校 セルカークハイスクール カナダ ブリティッシュコロンビア州キンバリー Ｈ１０．　　 姉妹提携

立命館慶祥高等学校 ハガ高校 スウェーデン エステルイェータランド県ノーショーピング Ｈ２３．３ 交流

とわの森三愛高等学校 サム・バロー高等学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　１．　３ 姉妹提携

とわの森三愛高等学校 グレシャム・ユニオン高等学校 アメリカ オレゴン州グレシャム Ｈ　１．　３ 姉妹提携

とわの森三愛高等学校 マリング農学校 デンマーク マリング Ｈ　５．　２ 姉妹提携

とわの森三愛高等学校 カーロ農学校 デンマーク ロンデ Ｈ１５．　６ 姉妹提携

清向学院高等学校 輝華中学校 中国 天津 Ｈ１３．　７ 交流

清向学院高等学校 青島旅游学校 中国 山東省青島 Ｈ　９．　７ 友好提携

清向学院高等学校 山東省商貿学校 中国 済南市 Ｈ１５．　３ 姉妹提携

清向学院高等学校 リージェンシーインターナショナルセンター オーストラリア アデレード市 Ｈ１５．　８ 姉妹提携

清向学院高等学校 大連房地産学校 中国 大連市 Ｈ１６．　７ 友好交流

清向学院高等学校 宜昌外国語学校 中国 湖北省宜昌市 Ｈ１７．　９ 姉妹提携

双葉高等学校 サウスバーリントンハイスクール アメリカ バーモンド州 Ｈ１６．　４ 姉妹提携

苫小牧中央高等学校 三一商業工業高等学校 韓国 水原 Ｓ６０．　６ 姉妹提携

駒沢大学附属苫小牧高等学校 マラスピナインターナショナル高校 カナダ ブリティッシュコロンビア州ナナイモ市 Ｈ１６．　５ 姉妹提携

駒沢大学附属苫小牧高等学校 タマテア高校 ニュージーランド ネイピア Ｈ　４ 姉妹提携

海星学院高等学校 セントベネディクト大学 アメリカ ミネソタ州セントジョゼフ Ｈ１９．７ 姉妹提携

海星学院高等学校 セントジョーンズ大学 アメリカ ニューヨーク州 Ｈ１９．７ 姉妹提携

旭川大学高等学校 イーストハンプトン高等学校 アメリカ ニューヨーク州イーストハンプトン Ｓ５５．　　 姉妹提携

旭川龍谷高等学校 カラニハイスクール アメリカ ハワイ州ホノルル Ｓ６０．　５ 姉妹提携

旭川明成高等学校 ビクトリア州立バララット高等学校 オーストラリア ビクトリア州立バララット Ｓ６３．１２ 姉妹提携

旭川実業高等学校 慶福ビジネス高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｓ５６．　５ 姉妹提携

旭川実業高等学校 慶福女子高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｓ５６．　５ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 アラヌイ高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１１．１１ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 ヒルモルトン高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　１ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 パパヌイ高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 ミドルトン高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 ダーフィールド高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　２ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 ヴィラマリア高等学校 ニュージーランド クライストチャーチ Ｈ１２．　４ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 セントアロイシス高等学校 オーストラリア サウスオーストラリア州アデレード Ｈ１２．　４ 姉妹提携

旭川藤女子高等学校 アワレディースコンベント高等学校 イギリス ロンドン Ｈ１２．１２ 姉妹提携

北見藤女子高等学校 ルーメンクリスティ・カレッジ オーストラリア パース Ｈ１５．　３ 姉妹提携

武修館高等学校 韓国普成高等学校 韓国 ソウル特別市 Ｓ６０．１１ 姉妹提携

武修館高等学校 ライドセカンダリカレッジ オーストラリア ニューサウスウェールズ州シドニー Ｈ１４．　９ 姉妹提携

クラーク記念国際高等学校 パインビュー・ハイスクール アメリカ ユタ州セントジョージ 交流

クラーク記念国際高等学校 パプティスト・アカデミー アメリカ ハワイ州 交流
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H24.12現在

番号 振興局 市町村名 団　　　　　体　　　　　名 主な交流先 番号 振興局 市町村名 団　　　　　体　　　　　名 主な交流先

1 空知 夕張市 夕張・撫順友好都市市民協会 中国 47 石狩 札幌市 公益財団法人札幌がんセミナー
特定の地域を
問わず全般

2 空知 夕張市 夕張日中友好協会 中国 48 石狩 札幌市 (社）札幌観光協会
特定の地域を
問わず全般

3 空知 岩見沢市 岩見沢国際交流市民の会 全般 49 石狩 札幌市 （財）札幌市芸術文化財団 その他

4 空知 岩見沢市 岩見沢日中友好協会 中国 50 石狩 札幌市 札幌圏大学国際交流フォーラム
特定の地域を
問わず全般

5 空知 岩見沢市 国際ソロプチミスト岩見沢 全般 51 石狩 札幌市 札幌国際親善の集い
特定の地域を
問わず全般

6 空知 岩見沢市 姉妹都市岩見沢ポカテロ会 アメリカ 52 石狩 札幌市 札幌国際美術協会
特定の地域を
問わず全般

7 空知 岩見沢市 モーリタ二ア里親の会 モーリタニア 53 石狩 札幌市 (公財）札幌国際プラザ
特定の地域を
問わず全般

8 空知 岩見沢市 栗沢町国際交流協会 全般 54 石狩 札幌市 札幌国際プラザフローラルアートグループ
特定の地域を
問わず全般

9 空知 美唄市 国際ソロプチミスト美唄 全般 55 石狩 札幌市 札幌国際理解教育研究会
特定の地域を
問わず全般

10 空知 美唄市 日本中国友好協会美唄支部 中国 56 石狩 札幌市 札幌姉妹都市協会
北アメリカ、ヨー
ロッパ、アジ
ア、ロシア

11 空知 芦別市 芦別市国際交流協会 カナダ 57 石狩 札幌市 さっぽろ自由学校「遊」
特定の地域を
問わず全般

12 空知 芦別市 芦別日中友好クラブ 中国 58 石狩 札幌市 札幌日仏協会―アリアンス・フランセーズ札幌 ヨーロッパ

13 空知 三笠市 三笠日中友好協会 中国 59 石狩 札幌市 札幌日韓友好親善協会 アジア

14 空知 滝川市 （社）滝川国際交流協会 全般 60 石狩 札幌市 札幌日本語クラブ
特定の地域を
問わず全般

15 空知 砂川市 砂川市国際交流ふれあい委員会 全般 61 石狩 札幌市 札幌貿易協会
特定の地域を
問わず全般

16 空知 深川市 国際ソロプチミスト深川 全般 62 石狩 札幌市 札幌ホームステイ協会
特定の地域を
問わず全般

17 空知 深川市 深川国際交流協会 全般 63 石狩 札幌市 札幌ユネスコ協会
特定の地域を
問わず全般

18 空知 南幌町 南幌町国際文芸交流協会 全般 64 石狩 札幌市 札幌Iゾンタクラブ
特定の地域を
問わず全般

19 空知 南幌町 北海道農民日中友好会議南幌支会 中国 65 石狩 札幌市 札幌IIゾンタクラブ
特定の地域を
問わず全般

20 空知 奈井江町 奈井江スオミクラブ フィンランド 66 石狩 札幌市 青年海外協力隊北海道ＯＢ会
特定の地域を
問わず全般

21 空知 上砂川町
上砂川・スパーウッド姉妹都市
提携委員会

カナダ 67 石狩 札幌市 日本語ボランティア「たんぽぽ」
特定の地域を
問わず全般

22 空知 由仁町 由仁ライオンズクラブ オーストラリア 68 石狩 札幌市 チェルノブイリへのかけはし ヨーロッパ

道内国際交流団体一覧道内国際交流団体一覧道内国際交流団体一覧道内国際交流団体一覧

22 空知 由仁町 由仁ライオンズクラブ オーストラリア 68 石狩 札幌市 チェルノブイリへのかけはし ヨーロッパ

23 空知 由仁町 由仁ロータリークラブ オーストラリア 69 石狩 札幌市 ＮＰＯ法人「飛んでけ！車いす」の会 アジア

24 空知 由仁町 由仁町国際交流協会 オーストラリア 70 石狩 札幌市 日本国際連合協会北海道本部
特定の地域を
問わず全般

25 空知 長沼町 長沼ロータリークラブ 全般 71 石狩 札幌市 日本語ボランティア「窓」
特定の地域を
問わず全般

26 空知 栗山町 栗山町国際交流センター 全般 72 石狩 札幌市 (社)日本ネパール協会北海道支部 アジア

27 空知 月形町 月形町国際交流協会 全般 73 石狩 札幌市 日本ボーイスカウト札幌地区委員会
特定の地域を
問わず全般

28 空知 雨竜町 雨竜町国際交流センター 全般 74 石狩 札幌市 日本ボーイスカウト北海道連盟
特定の地域を
問わず全般

29 空知 沼田町 沼田ポートハーディ交流協会 カナダ 75 石狩 札幌市 日本ユーラシア協会　札幌支部
ロシア、アジ
ア、ヨーロッパ

30 石狩 札幌市 アムネスティ・インターナショナル札幌28Ｇ
特定の地域を
問わず全般

76 石狩 札幌市 日本ユーラシア協会    北海道連合会
ロシア、アジ
ア、ヨーロッパ

31 石狩 札幌市
ＥＥＭＮＳ　イーメンズ国際平和教育財団　設
立準備委員会

特定の地域を
問わず全般

77 石狩 札幌市 (財)日本ユニセフ協会北海道支部
特定の地域を
問わず全般

32 石狩 札幌市
犬養道子基金を支える市民の会（通称ライラッ
クの会）

特定の地域を問わ
ず全般

78 石狩 札幌市
公益財団法人　パシフィック・ミュージック・フェ
スティバル組織委員会

特定の地域を
問わず全般

33 石狩 札幌市 特定非営利活動法人　エスニコ
特定の地域を
問わず全般

79 石狩 札幌市
北海道アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委
員会

アジア、アフリ
カ、中央・南ア
メリカ

34 石狩 札幌市 (財）オイスカ北海道支部
アジア、オセア
ニア

80 石狩 札幌市 北海道ＹＭＣＡ
特定の地域を
問わず全般

35 石狩 札幌市 北海道オーストラリア協会 オセアニア 81 石狩 札幌市 北海道カーリング協会
特定の地域を
問わず全般

36 石狩 札幌市 (社)ガールスカウト日本連盟北海道支部
特定の地域を
問わず全般

82 石狩 札幌市 北海道海外移住家族会
特定の地域を
問わず全般

37 石狩 札幌市
(社)ガールスカウト日本連盟北海道支部札幌
地区協議会

特定の地域を
問わず全般

83 石狩 札幌市 北海道カナダ協会 北アメリカ

38 石狩 札幌市 「９９９人の第九」の会
特定の地域を
問わず全般

84 石狩 札幌市 (社)北海道観光振興機構
特定の地域を
問わず全般

39 石狩 札幌市 草の根会 アジア、ロシア 85 石狩 札幌市 (社)北海道機械工業会
特定の地域を
問わず全般

40 石狩 札幌市 言語交流研究所　ヒッポファミリークラブ札幌
特定の地域を
問わず全般

86 石狩 札幌市 北海道企業誘致推進会議
特定の地域を
問わず全般

41 石狩 札幌市 NGO国際オアシスクラブ
特定の地域を
問わず全般

87 石狩 札幌市 北海道国際音楽交流協会（ハイメス）
特定の地域を
問わず全般

42 石狩 札幌市 国際ソロプチミスト札幌アカシア
特定の地域を
問わず全般

88 石狩 札幌市 北海道国際女性協会
特定の地域を
問わず全般

43 石狩 札幌市 国際ソロプチミスト札幌ノイエ
特定の地域を
問わず全般

89 石狩 札幌市 北海道国際理解教育研究協議会
特定の地域を
問わず全般

44 石狩 札幌市 ザ・フレンドシップ・フォース・オブ札幌
特定の地域を
問わず全般

90 石狩 札幌市 北海道ＪＩＣＡ帰国専門家連絡会
特定の地域を
問わず全般

45 石狩 札幌市 在日本大韓民国民団北海道地方本部 アジア 91 石狩 札幌市 北海道女性国際交流連絡協議会
特定の地域を
問わず全般

46 石狩 札幌市 札幌海洋少年団
特定の地域を
問わず全般

92 石狩 札幌市 北海道スウェーデン協会 ヨーロッパ
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番号 振興局 市町村名 団　　　　　体　　　　　名 主な交流先 番号 振興局 市町村名 団　　　　　体　　　　　名 主な交流先

93 石狩 札幌市 (財）北海道青少年科学文化財団
特定の地域を
問わず全般

140 石狩 札幌市 山と森の散歩道
特定の地域を
問わず全般

94 石狩 札幌市 北海道ＩＹＥＯ（北海道青年国際交流機構）
特定の地域を
問わず全般

141 石狩 札幌市
社会福祉法人北海道会社福祉協議会　北海
道中国帰国支援・交流センター

95 石狩 札幌市 北海道青年海外協力隊を育てる会
特定の地域を
問わず全般

142 石狩 札幌市 世界連邦・北海道（WFM北海道）
特定の地域を
問わず全般

96 石狩 札幌市 北海道大学国際婦人交流会
特定の地域を
問わず全般

143 石狩 札幌市 特定非営利活動法人　人まち育て　I&I
特定の地域を
問わず全般

97 石狩 札幌市 北海道タイランドクラブ アジア 144 石狩 札幌市 特定非営利活動法人ねおす
特定の地域を
問わず全般

98 石狩 札幌市 北海道台湾貿易協会 アジア 145 石狩 札幌市
独立行政法人日本学生支援機構　北海道支
部

その他

99 石狩 札幌市 北海道日伊協会 ヨーロッパ 146 石狩 札幌市 日越文化経済交流協会
社会主義共和
国全域

100 石狩 札幌市 北海道日英協会 ヨーロッパ 147 石狩 札幌市 日中交流の会 アジア

101 石狩 札幌市 北海道日豪協会 オセアニア 148 石狩 札幌市 日中友好道民運動連絡会議（日中道民会議） アジア

102 石狩 札幌市 北海道日独協会 ヨーロッパ 149 石狩 札幌市 日本シェラレオネ友好協会 アフリカ

103 石狩 札幌市 北海道日米協会 北アメリカ 150 石狩 札幌市 日本語の会　そら（空）
特定の地域を
問わず全般

104 石狩 札幌市 北海道日韓友好親善協会連合会 アジア 151 石狩 札幌市 日本語ボランティア　トライ夢

105 石狩 札幌市 北海道ブラジル協会
中央・南アメリ
カ

152 石狩 札幌市 北欧社会研究協会(ＮＥＳＳＡ) ヨーロッパ

106 石狩 札幌市 北海道日本語教育ネットワーク その他 153 石狩 札幌市 北海道ＮＧＯネットワーク協議会
特定の地域を
問わず全般

107 石狩 札幌市 NPO法人北海道日本ロシア協会 ロシア 154 石狩 札幌市 北海道イスラミックソサエティ

108 石狩 札幌市 北海道フィンランド協会 ヨーロッパ 155 石狩 札幌市 北海道エスペラント連盟
特定の地域を
問わず全般

109 石狩 札幌市 北海道ペルー友好協会
中央・南アメリ
カ

156 石狩 札幌市 北海道スペイン協会 その他

110 石狩 札幌市 (社)北海道貿易物産振興会
特定の地域を問わず全

般 157 石狩 札幌市 北海道ブータン協会 アジア

111 石狩 札幌市 北海道・マサチューセッツ協会 北アメリカ 158 石狩 札幌市 北海道ブキメラ基金 アジア

112 石狩 札幌市 北海道マルディコラ・ネパール教育基金 アジア 159 石狩 札幌市 北海道海外教育事情研究会
特定の地域を
問わず全般

113 石狩 札幌市 北海道ユネスコ連絡協議会
特定の地域を
問わず全般

160 石狩 札幌市 北海道開発教育ネットワーク（D-net）

114 石狩 札幌市 北海道留学生交流推進協議会
特定の地域を
問わず全般

161 石狩 札幌市 夢　勇気　アンド　ユー アジア

115 石狩 札幌市
公益社団法人 北海道国際交流・協力総合セ
ンター

特定の地域を
問わず全般

162 石狩 札幌市
さっぽろパブリックサポートネットワーク（さぽ
ネット）

特定の地域を
116 石狩 札幌市 （財）ラボ国際交流センター北海道事務所

特定の地域を
問わず全般

163 石狩 札幌市 北海道・台湾協会 台湾

117 石狩 札幌市 ヒマラヤ圏　サパナ アジア 164 石狩 札幌市 北海道中国帰国者連合会

118 石狩 札幌市 Ｊ.ＷＯＲＫＳ
特定の地域を
問わず全般

165 石狩 江別市 江別グリーンライオンズクラブ 全般

119 石狩 札幌市
札幌国際プラザ外国語ボランティアネットワー
ク

特定の地域を
問わず全般

166 石狩 江別市 江別市国際交流推進協議会 全般

120 石狩 札幌市 いけばなインターナショナル札幌支部
特定の地域を
問わず全般

167 石狩 江別市 江別市民国際交流協会 全般

121 石狩 札幌市 (財)さっぽろ健康スポーツ財団
特定の地域を
問わず全般

168 石狩 江別市 江別市都市提携委員会 姉妹都市

122 石狩 札幌市 (財)札幌アイスホッケー連盟 その他 169 石狩 江別市 江別西ロータリークラブ 全般

123 石狩 札幌市 (財）札幌市体育協会
特定の地域を
問わず全般

170 石狩 江別市 江別日中友好の会 中国

124 石狩 札幌市 (社)札幌聴力障害者協会 その他 171 石狩 江別市 江別ユネスコ協会 全般

125 石狩 札幌市
Ｃ.Ｐ.Ｉ.教育文化交流推進委員会　北海道地
域会

アジア 172 石狩 江別市 江別ライオンズクラブ 全般

126 石狩 札幌市 JICA北海道
特定の地域を
問わず全般

173 石狩 江別市 江別ロータリークラブ 全般

127 石狩 札幌市 PMFボランティア「ハーモニー」
特定の地域を
問わず全般

174 石狩 江別市
言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ江別

全般

128 石狩 札幌市 SEMI（札幌英語医療通訳ｸﾞﾙｰﾌﾟ） その他 175 石狩 江別市
北海道アルバータ
酪農科学技術交流協会

カナダ

129 石狩 札幌市 アジアの仲間たちの会　札幌連絡会
特定の地域を
問わず全般

176 石狩 江別市 ＣＬＵＢ　ＬＡＴｉＮＯ 中南米

130 石狩 札幌市 うぇるかむはうす日本語教室
特定の地域を
問わず全般

177 石狩 江別市 Aｆｆｉｎｉｔｙ 全般

131 石狩 札幌市
ジャカランダの会（ザンビアの子供達を支援す
る会）

アフリカ 178 石狩 江別市 サークルチャメ 韓国

132 石狩 札幌市 スリランカ-日本交流会 アジア 179 石狩 江別市 パルロン　アンサンブル 全般

133 石狩 札幌市 ネイバーズ
主にインドネシ
ア、フィリピン

180 石狩 江別市 朋水会 中国

134 石狩 札幌市 ミュンヘン・札幌　姉妹都市交流会
特定の地域を
問わず全般

181 石狩 千歳市
ガールスカウト日本連盟
北海道第３１団

全般

135 石狩 札幌市 在日本朝鮮人総聯合会北海道本部 アジア 182 石狩 千歳市
国際ソロプチミストアメリカ
日本北リジョン千歳

全般

136 石狩 札幌市 札幌IRISゾンタクラブ
特定の地域を
問わず全般

183 石狩 千歳市 千歳姉妹都市交流協会 アメリカ

137 石狩 札幌市 札幌ＹＷＣＡ
特定の地域を
問わず全般

184 石狩 千歳市 （一社）千歳観光連盟 全般

138 石狩 札幌市 札幌ポートランド会（ローリーの会）
特定の地域を
問わず全般

185 石狩 千歳市 千歳国際交流協会 全般

139 石狩 札幌市 札幌体操連盟 その他 186 石狩 千歳市 千歳市女性団体協議会 全般

187 石狩 千歳市 千歳セントラルロータリークラブ 全般 234 後志 小樽市 OTARUワールドフレンズ 全般187 石狩 千歳市 千歳セントラルロータリークラブ 全般 234 後志 小樽市 OTARUワールドフレンズ 全般
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188 石狩 千歳市 千歳中央ライオンズクラブ 全般 235 後志 小樽市 小樽日本中国友好協会 中国

189 石狩 千歳市 千歳ボランティア通訳クラブ 全般 236 後志 小樽市 小樽日台親善協会 台湾

190 石狩 千歳市 千歳ユネスコ協会 全般 237 後志 蘭越町 蘭越町海外研修友の会 全般

191 石狩 千歳市 千歳ライオンズクラブ 全般 238 後志 ニセコ町 ニセコ町国際交流推進協議会 全般

192 石狩 千歳市 千歳ロータリークラブ 全般 239 後志 真狩村 真狩村国際交流協議会 全般

193 石狩 千歳市 日中交流千歳市民会議 中国 240 後志 倶知安町
倶知安国際支援協会
KISS（Kutchan International Support Society）

全般

194 石狩 千歳市 北海道スペイン協会 スペイン 241 後志 倶知安町 国際ソロプチミスト倶知安 全般

195 石狩 千歳市 千歳航空少年団 アメリカ・カナダ 242 後志 倶知安町 サンモリッツクラブ
ｽｲｽ国ｸﾞﾗｳﾋﾞｭ
ﾝﾃﾞﾝ州ｻﾝﾓﾘｯ
ﾂ

196 石狩 千歳市 NPO法人ガイアポート 全般 243 後志 倶知安町 ペルー共和国と交流する倶知安の会
ペルー共和国
タルマ市

197 石狩 恵庭市 恵庭国際交流プラザ 全般 244 後志 岩内町 岩宇国際交流センター 全般

198 石狩 恵庭市 恵庭市青少年育成市民の会 全般 245 後志 岩内町 岩内・スラビャンカ友好協会 ロシア

199 石狩 恵庭市 恵庭日中友好協会 中国 246 後志 古平町 古平国際交流協会 全般

200 石狩 恵庭市 恵庭ニュージーランド協会
ニュージーラン
ド

247 後志 余市町 余市町国際交流推進協議会 イギリス

201 石狩 恵庭市 恵庭ユネスコ協会 全般 248 後志 赤井川村 赤井川村国際交流推進委員会 全般

202 石狩 恵庭市 恵庭ライオンズクラブ 全般 249 胆振 室蘭市 室蘭国際交流センター 全般

203 石狩 恵庭市 恵庭ロータリークラブ 全般 250 胆振 室蘭市 室蘭市国際交流推進協議会 全般

204 石狩 恵庭市 国際ソロプチミスト恵庭 全般 251 胆振 苫小牧市 国際ソロプチミスト苫小牧 全般

205 石狩 恵庭市 スウェーデン・ルシアを迎える会 全般 252 胆振 苫小牧市 苫小牧キリスト教船員奉仕会 全般

206 石狩 恵庭市 日中友好恵庭市民協会 中国 253 胆振 苫小牧市 とまこまい国際交流センター 全般

207 石狩 恵庭市 青年海外協力隊北海道ＯＢ会恵庭支部 全般 254 胆振 苫小牧市 日本外交協会苫小牧支部 全般

208 石狩 恵庭市 北海道文教大学 全般 255 胆振 苫小牧市 苫小牧ユネスコ協会 全般

209 石狩 北広島市 北広島国際交流協議会 カナダ 256 胆振 苫小牧市 苫小牧日中友好促進協会 中国

210 石狩 北広島市 国際ソロプチミスト北広島 カナダ 257 胆振 苫小牧市 苫小牧ネパール協会 ﾈﾊﾟｰﾙ

カナダ・ロシア・
211 石狩 石狩市 NPO法人石狩国際交流協会

カナダ・ロシア・
中国

258 胆振 苫小牧市 苫小牧ニュージーランド協会 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

212 石狩 石狩市 石狩市議会日本・ロシア友好議員連盟 ロシア 259 胆振 苫小牧市 苫小牧ロータリークラブ 全般

213 石狩 石狩市 石狩地区日本ロシア協会 ロシア 260 胆振 苫小牧市 苫小牧北ロータリークラブ 全般

214 石狩 石狩市 石狩ユネスコ協会 全般 261 胆振 苫小牧市 苫小牧東ロータリークラブ 全般

215 石狩 石狩市 石狩ライオンズクラブ 全般 262 胆振 苫小牧市
日本ユーラシア協会北海道連合会
苫小牧支部

ﾕｰﾗｼｱ地域

216 石狩 石狩市 国際ソロプチミスト石狩 全般 263 胆振 苫小牧市 日本中国友好協会苫小牧支部 中国

217 石狩 石狩市 日本ユーラシア協会石狩支部 ロシア 264 胆振 登別市 のぼりべつ国際交流会 全般

218 石狩 石狩市 いしかり日中友好協会設立 中国 265 胆振 登別市 登別デンマーク協会 デンマーク

219 石狩 当別町 当別・レクサンド都市交流協会 スウェーデン 266 胆振 登別市 登別日本中国友好協会 中国

220 後志 小樽市 小樽商科大学国際交流センター 全般 267 胆振 登別市 国際ソロプチミスト登別 全般

221 後志 小樽市 小樽市国際理解教育研究会 全般 268 胆振 登別市 登別ライオンズクラブ 全般

222 後志 小樽市 小樽市姉妹都市提携委員会
ロシア・ニュージー
ランド・韓国

269 胆振 登別市 登別中央ライオンズクラブ 全般

223 後志 小樽市 小樽青年会議所 全般 270 胆振 登別市 登別中国語交流会 中国

224 後志 小樽市 小樽ゾンタクラブ 全般 271 胆振 登別市 登別ロータリークラブ 全般

225 後志 小樽市 小樽地区日ロ親善協会 ロシア 272 胆振 伊達市 伊達日本中国友好協会
中国福建省漳
州市

226 後志 小樽市 小樽ニュージーランド協会 ニュージーランド 273 胆振 伊達市 大滝国際フレンドシップ・クラブ
ｶﾅﾀﾞ・ﾌﾞﾘﾃｨｯ
ｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ州ﾚ
ｲｸｶｳﾁﾝ町

227 後志 小樽市 小樽日本語サポートくらぶ（ＯＮＳＡ） 全般 274 胆振 洞爺湖町 洞爺湖町国際交流の会 全般

228 後志 小樽市 小樽ユネスコ協会 全般 275 胆振 洞爺湖町 洞爺国際交流協会 イギリス

229 後志 小樽市 国際ソロプチミスト小樽 全般 276 胆振 壮瞥町 キートスクラブ フィンランド

230 後志 小樽市 国際ソロプチミストマリン小樽 全般 277 胆振 白老町
白老町国際交流グループ
「ＳＩＮＣＥ’９８」

カナダ

231 後志 小樽市 小樽日韓友好親善協会 韓国 278 胆振 白老町 白老町姉妹都市協会 カナダ

232 後志 小樽市 日本中国友好協会小樽支部 中国 279 胆振 白老町 NPO法人　しらおい創造空間「蔵」 カナダ

233 後志 小樽市 日本ユーラシア協会小樽支部 ロシア 280 胆振 安平町 安平町国際文化交流センター 全般

281 胆振 厚真町 厚真町国際交流協会(解散） 全般 328 上川 旭川市 旭川日英協会 イギリス

282 胆振 むかわ町 むかわ国際交流クラブ 全般 329 上川 旭川市 旭川日米協会 アメリカ282 胆振 むかわ町 むかわ国際交流クラブ 全般 329 上川 旭川市 旭川日米協会 アメリカ
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283 胆振 むかわ町 むかわ日中友好協会 中国 330 上川 旭川市 旭川日ロ親善協会 ロシア

284 日高 新ひだか町 静内インターナショナルクラブ アメリカ 331 上川 旭川市 旭川日ロ文化交流協会 ロシア

285 日高 新ひだか町 静内ライオンズクラブ 全般 332 上川 旭川市 旭川日韓友好親善協会 韓国

286 日高 新ひだか町 静内ロータリークラブ 全般 333 上川 旭川市 旭川日本中国友好協会 中国

287 日高 新ひだか町 国際ソロプチミスト静内 全般 334 上川 旭川市 旭川ハルビン友好協会 中国

288 日高 浦河町 浦河・フォーレストヒース交流協会 イギリス 335 上川 旭川市
旭川・ブルーミントン・ノーマル
姉妹都市委員会

アメリカ

289 日高 浦河町 浦河日中友好協会 中国 336 上川 旭川市 言語交流研究所旭川支部 全般

290 日高 浦河町 浦河ロータリークラブ 全般 337 上川 旭川市 日本・ニュージーランド友好協会
ニュージーラン
ド

291 渡島 函館市 日朝連帯函館市民の会 朝鮮 338 上川 旭川市 日本ベラルーシ市民友好協会 ベラルーシ

292 渡島 函館市 日本ベトナム友好協会函館支部 ベトナム 339 上川 旭川市 日本ユーラシア協会旭川支部
ヨーロッパ・ア
ジア

293 渡島 函館市
特定非営利活動法人
函館アフリカ支援協会

アフリカ 340 上川 旭川市 フィリピン耳の里親の会 フィリピン

294 渡島 函館市 函館オーストラリア協会 オーストラリア 341 上川 旭川市 旭川ユネスコ協会 全般

295 渡島 函館市 函館市国際理解教育研究会 全般 342 上川 旭川市 北海道日本トルコ友好協会 トルコ

296 渡島 函館市 函館シンガポール協会 シンガポール 343 上川 士別市 士別国際交流協会 オーストラリア

297 渡島 函館市 函館中国経済促進協会 中国 344 上川 名寄市 名寄・ド-リンスク友好委員会 ロシア

298 渡島 函館市 函館日英協会 イギリス 345 上川 名寄市 名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会 カナダ

299 渡島 函館市 函館日独協会 ドイツ 346 上川 名寄市 名寄日中友好協会 中国

300 渡島 函館市 函館日仏協会 フランス 347 上川 鷹栖町 鷹栖国際交流協会「鷹の翼」 全般

301 渡島 函館市 函館日米協会 アメリカ 348 上川 当麻町 当麻国際交流協会 全般

302 渡島 函館市 函館日ロ親善協会 ロシア 349 上川 上川町 上川町姉妹友好協会 カナダ

303 渡島 函館市 函館日韓友好親善協会 韓国 350 上川 東川町 東川町国際文化交流協会 全般

304 渡島 函館市 函館日中文化交流をすすめる会 中国 351 上川 東川町 北海道東川ラトビア交流協会 ラトビア

305 渡島 函館市 函館日中友好協会 中国 352 上川 東川町 東川町韓国交流協会 韓国

上富良野
306 渡島 函館市 函館モンゴル友好親善協会 モンゴル 353 上川

上富良野
町

上富良野町国内外交流協会 カナダ

307 渡島 函館市 （財）北海道国際交流センター 全般 354 上川 和寒町 和寒町国際交流の会 全般

308 渡島 函館市 北海道日中青少年交流協会 中国 355 上川 剣淵町 剣淵町国際交流の会 全般

309 渡島 函館市 函館日本語教育研究会 全般 356 上川 美深町 びふか国際交流サークル カナダ

310 渡島 函館市 日本と中国の心をつなぐ会 中国 357 上川 南富良野町
南富良野町国際交流協議会
(毎年函館ＨＩＦに留学生派遣依頼)

全般

311 渡島 函館市 函館・江差・オランダ交流友の会 オランダ 358 上川 旭川市 旭川日台親善協会 台湾

312 渡島 函館市 函館・ハリファックス協会 カナダ 359 上川 旭川市 旭川カナダ協会 カナダ

313 渡島 北斗市 北斗市国際交流の会 全般 360 上川 旭川市 旭川フィンランド協会 フィンランド

314 渡島 北斗市 函館ニュージーランド友好協会
ニュージーラン
ド

361 留萌 留萌市 留萌市国際交流協会
ロシア・サハリ
ン州・中国

315 渡島 函館市 日本ユーラシア協会函館地方支部 ロシア 362 留萌 苫前町
苫前国際交流サークル
「ハート　ツウ　ハート」

ロシア

316 渡島 七飯町 （財）北海道国際交流センター七飯支部 全般 363 留萌 羽幌町 羽幌国際交流協会 韓国

317 渡島 七飯町 （一財）北海道大沼国際交流協会 全般 364 留萌 遠別町 遠別・キャッスルガー国際交流協会 カナダ

318 渡島 函館市 （公財）日本ユニセフ協会道南支部 全般 365 留萌 天塩町 天塩町姉妹都市交流促進協会 アメリカ

319 渡島 函館市 道南台湾観光友好協会 台湾 366 宗谷 稚内市 稚内国際文化交流協議会 ロシア

320 檜山 江差町
江差国際交流協会（現在活動休止中）
（江差オーストラリア協会）

オーストラリア
（休会中）

367 宗谷 稚内市 稚内日ロ経済交流協会 ロシア

321 檜山 せたな町 せたな町姉妹都市交流推進協議会 アメリカ 368 宗谷 稚内市 日本ユーラシア協会稚内支部 ロシア

322 檜山 今金町
今金町ペガサスの翼
ニュージーランド友好協会

ニュージーラン
ド

369 宗谷 猿払村 猿払村国際交流協会 ロシア

323 上川 旭川市 旭川市国際交流委員会 全般 370 宗谷 猿払村 北斗国際交流事業協同組合 中国

324 上川 旭川市 旭川国際経済交流会 全般 371 宗谷 中頓別町 中頓別町国際交流協会 サハリン

325 上川 旭川市 北北海道国際交流センター 全般 372 宗谷 枝幸町 宗谷国際人材交流協同組合 中国

326 上川 旭川市 旭川スウェーデン協会 スウェーデン 373 オホーツク 北見市 イリマニの会北見地区支部 全般

327 上川 旭川市 旭川ドイツ交流協会 ドイツ 374 オホーツク 北見市
（社）ガールスカウト日本連盟
北海道支部第３３団

全般

375 オホーツク 北見市 北見国際交流の集い実行委員会 全般 422 オホーツク 紋別市 紋別市国際交流委員会 アメリカ･ﾛｼｱ

376 オホーツク 北見市 北見市国際技術協力推進会議 全般 423 オホーツク 紋別市 紋別ロータリークラブ 全般

377 オホーツク 北見市 北見市国際親善交流委員会 全般 424 オホーツク 紋別市 紋別港ロータリークラブ 全般377 オホーツク 北見市 北見市国際親善交流委員会 全般 424 オホーツク 紋別市 紋別港ロータリークラブ 全般
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378 オホーツク 北見市 北見市青少年国際交流事業実施委員会 全般 425 オホーツク 紋別市 北方圏国際シンポジウム実行委員会 全般

379 オホーツク 北見市 北見商工会議所 全般 426 オホーツク 大空町 女満別国際交流推進協議会 全般

380 オホーツク 北見市 （社）北見青年会議所 全般 427 オホーツク 美幌町 美幌町国際交流推進委員会 全般

381 オホーツク 北見市 北見日独協会 ドイツ 428 オホーツク 美幌町 美幌サハリン友好協会 ロシア

382 オホーツク 北見市 北見日ロ親善協会 ロシア 429 オホーツク 美幌町 （社）美幌青年会議所 全般

383 オホーツク 北見市 北見日韓親善協会 韓国 430 オホーツク 美幌町 美幌ニュージーランド友好協会 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

384 オホーツク 北見市 北見ペルー友の会 ペルー 431 オホーツク 美幌町 美幌ライオンズクラブ 全般

385 オホーツク 北見市 北見ミント交流 全般 432 オホーツク 美幌町 美幌ロータリークラブ 全般

386 オホーツク 北見市 北見モンゴル友好協会 モンゴル 433 オホーツク 津別町 津別町日台親善協会 台湾

387 オホーツク 北見市 北見ユネスコ協会 全般 434 オホーツク 津別町 津別町国際交流協会 全般

388 オホーツク 北見市 北見ライオンズクラブ 全般 435 オホーツク 斜里町 斜里町国際交流協会 全般

389 オホーツク 北見市 北見白樺ライオンズクラブ 全般 436 オホーツク 斜里町 斜里町日中友好親睦会 中国

390 オホーツク 北見市 北見中央ライオンズクラブ 全般 437 オホーツク 小清水町 小清水町国際交流協会 全般

391 オホーツク 北見市 北見ロータリークラブ 全般 438 オホーツク 清里町 清里町国際交流推進協議会 全般

392 オホーツク 北見市 北見西ロータリークラブ 全般 439 オホーツク 佐呂間町 佐呂間町・パーマ市姉妹都市交流委員会 アメリカ

393 オホーツク 北見市 北見東ロータリークラブ 全般 440 オホーツク 佐呂間町 ＳＩＣＥＡ（シセア） 全般

394 オホーツク 北見市 北見ＹＭＣＡ 全般 441 オホーツク 遠軽町 白滝国際交流後援会 全般

395 オホーツク 北見市 北見ワイズメンクラブ 全般 442 オホーツク 遠軽町 オホーツク国際交流センター 全般

396 オホーツク 北見市 北見草の根会 全般 443 オホーツク 遠軽町 丸瀬布国際交流実行委員会 全般

397 オホーツク 北見市 北見日中友好協会 中国 444 オホーツク 湧別町 ニュージーランドの会 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

398 オホーツク 北見市 国際ソロプチミスト北見 全般 445 オホーツク 湧別町 ホワイトコート町との交流を支援する会 カナダ

399 オホーツク 北見市 国際ソロプチミスト北見みんと 全般 446 オホーツク 興部町 興部町国際交流協会 カナダ

400 オホーツク 北見市
青年海外協力隊北海道ＯＢ会
オホーツク支部

全般 447 十勝 帯広市 帯広市国際親善交流市民の会 全般

401 オホーツク 北見市 日本ボーイスカウト北見第２団 全般 448 十勝 帯広市 公益財団法人ＡＦＳ日本協会帯広支部 全般

402 オホーツク 北見市 北タイ少数民族支援団 タイ 449 十勝 帯広市 （社）帯広青年会議所 全般

403 オホーツク 北見市 （財）ＡＦＳ日本協会オホーツク支部 全般 450 十勝 帯広市 帯広ユネスコ協会 全般

404 オホーツク 北見市 NGO LOOB  (ローブ) 全般 451 十勝 帯広市 とかち帯広ＹＭＣＡ 全般

405 オホーツク 北見市 北見工業大学国際交流センター 全般 452 十勝 足寄町
言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

全般

406 オホーツク 北見市 北見市女性国内研修つどいの会 全般 453 十勝 帯広市 国際ソロプチミスト帯広 全般

407 オホーツク 北見市 北見ブラジル協会 ブラジル 454 十勝 帯広市 国際ソロプチミスト帯広みどり 全般

408 オホーツク 北見市 北見カナダ交流協会 カナダ 455 十勝 帯広市 青年海外協力隊北海道道東ＯＢ会 全般

409 オホーツク 北見市 NPO法人ｱｼﾞｱ子ども教育支援ﾈｯﾄﾜｰｸ 全般 456 十勝 帯広市 十勝インターナショナル協会 全般

410 オホーツク 北見市 ICC エジプト 457 十勝 帯広市 十勝日中友好協会 中国

411 オホーツク 北見市 北見日台友好親善協会 台湾 458 十勝 帯広市 日本ユーラシア協会北海道連合会帯広支部 ロシア

412 オホーツク 網走市 網走日中友好協会 中国 459 十勝 帯広市 帯広マディソン交流協会
米国マディソン
市

413 オホーツク 網走市 網走・ポートアルバーニ姉妹都市交流協会 カナダ 460 十勝 帯広市
（独）国際協力機構　北海道国際センター（帯
広）

開発途上国全
般

414 オホーツク 網走市 網走北方圏交流協会 フィンランド 461 十勝 音更町 日中友好協会帯広支部 中国

415 オホーツク 網走市 網走国際交流協同組合 中国 462 十勝 音更町 北海道日中友好協会帯広支部 中国

416 オホーツク 網走市 網走フィンランド交流協会 フィンランド 463 十勝 音更町 十勝国際ネットワーク研究会 全般

417 網走市 網走・ウルサン南区交流協会 韓国 464 十勝 鹿追町 鹿追町国際交流協会 全般

418 網走市 網走日台親善協会 台湾 465 十勝 鹿追町 鹿追町国際交流協議会 カナダ

419 オホーツク 紋別市 紋別オホーツクライオンズクラブ 全般 466 十勝 清水町 清水町国際交流協会 アメリカ

420 オホーツク 紋別市 国際ソロプチミスト紋別 全般 467 十勝 芽室町 トレーシー友の会
米国トレーシー
市
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421 オホーツク 紋別市 日本ユーラシア協会紋別支部 ロシア 468 十勝 広尾町 広尾町北方圏交流振興会 ノルウェー

469 十勝 幕別町 幕別町国際交流協会 全般 495 釧路 釧路市 釧路北ロータリークラブ 全般

470 十勝 幕別町 NPO法人　国際パークゴルフ協会 全般 496 釧路 釧路市 釧路東ロータリークラブ 全般

471 十勝 池田町 池田語学ボランティアの会 カナダ 497 釧路 釧路市 釧路南ロータリークラブ 全般

472 十勝 池田町 池田町国際交流協議会 カナダ 498 釧路 釧路市 釧路西ロータリークラブ 全般

473 十勝 池田町 池田町ペンティクトン会 カナダ 499 釧路 釧路市 国際ソロプチミスト釧路アミティ 全般

474 十勝 豊頃町 豊頃町交流協議会
カナダ
ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ市

500 釧路 釧路市
北海道教育大学教育学部釧路校国際交流・
協力委員会

全般

475 十勝 本別町 本別国際交流協会 オーストラリア 501 釧路 釧路市 釧路公立大学
カナダ、韓国、
台湾、ロシア

476 十勝 足寄町 足寄町国際交流友の会 カナダ 502 釧路 釧路市 釧路工業高等専門学校 フィンランド

477 十勝 陸別町 陸別町国際交流町民の会 カナダ 503 釧路 釧路市 釧路短期大学 全般

478 釧路 釧路市
日韓・日朝の明日を考える会
釧路かささぎの会

韓国 504 釧路 釧路市
北海道釧路明輝高等学校（インターアクトクラ
ブ）

オーストラリア

479 釧路 釧路市 釧路市日ロ親善協会 ロシア 505 釧路 釧路市
社会福祉法人釧路若草会
釧路わかくさ保育園

ロシア・サハリ
ン州

480 釧路 釧路市 釧路日韓友好親善協会 韓国 506 釧路 釧路市 釧路地方国際理解教育研究会 全般

481 釧路 釧路市 日本ユーラシア協会・釧路支部 ロシア 507 釧路 釧路市 コミュニティーハウス冬月荘 北米

482 釧路 釧路市 北海道ブータン協会釧路支部 ブータン 508 釧路 釧路市 釧路日中友好協会 中国

483 釧路 釧路市 イルファー釧路
ケニア・ナイロ
ビ

509 釧路 釧路市 釧路日台親善協会 台湾

484 釧路 釧路市 LAC（Loveｒly　Australia　Club) オーストラリア 510 釧路 釧路市 釧路ぬさまいライオンズクラブ 全般

485 釧路 釧路市 釧路国際ウェットランドセンター 全般 511 釧路 弟子屈町 弟子屈ロータリークラブ 全般

486 釧路 釧路市 「炭鉱技術研修」市民交流事業推進会議 中国・ベトナム 512 釧路 弟子屈町 弟子屈日中友好協会 中国

487 釧路 釧路市 釧路国際交流協会 全般 513 根室 根室市 根室市姉妹都市提携市民会議 全般

488 釧路 釧路市 釧路国際交流ボランティアの会 全般 514 根室 根室市 根室市日ロ友好親善協会 ロシア

489 釧路 釧路市 釧路ベイロータリークラブ 全般 515 根室 根室市 根室日ロ親善協会 ロシア

490 釧路 釧路市 国際ソロプチミスト釧路 全般 516 根室 根室市 ブージェム・ドゥルジャーミー ロシア

491 釧路 釧路市 阿寒湖温泉ＶＪＣS 全般 517 根室 中標津町 日中友好協会中標津支部 中国

492 釧路 釧路市 国際ゾンタ26地区釧路ゾンタクラブ 全般 518 根室 中標津町 中標津ライオンズクラブ 全般

493 釧路 釧路市 釧路みなとライオンズクラブ 全般 519 根室 羅臼町 羅臼日ロ親善友好協会 ロシア

494 釧路 釧路市 釧路ロータリークラブ 全般
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