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ホストタウン第三次登録について



審査結果と今後のスケジュール

 今後のスケジュール

 第三次登録申請と審査の結果
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平成29年度も、引き続き登録を実施する（年に複数回を予定）。

第⼀次、第⼆次登録の91件とあわせ、
登録数は計13８件

審査対象 登 録
新規申請 65 件 36 件

継続審査 36 件
（うち20件について進捗状

況の報告有）
11 件

10⽉28⽇（⾦）に申請を締め切り、審査を⾏った結果は以下のとおり。

※ 複数の地⽅公共団体による共同申請があるため、団体数としては186、
相⼿国・地域数は63。

※この他、既登録の変更申請（相⼿国や受⼊側⾃治体の追加）が15件あり、
うち13件を変更登録



ホストタウン（第三次登録）の分布について

【滋賀県】
守山市ほか/トルコ

【茨城県】
茨城県ほか/ベトナム
龍ヶ崎市/キューバ
潮来市/台湾
桜川市/ブルガリア

【神奈川県】
神奈川県ほか/ブータン

【岡山県】
岡山市/ブルガリア
美作市/ベトナム

【京都府】
亀岡市/

オーストリア
京丹波町/NZ

【兵庫県】
神戸市/クロアチア
西脇市/豪州

【佐賀県】
佐賀県ほか/オランダ、

NZ、フィジー

【大分県】
大分県ほか/ハンガリー、

ルーマニア
大分県ほか/フィジー
大分県ほか/マレーシア

【宮崎県】
宮崎県ほか/英国
宮崎県ほか/イタリア
都城市/モンゴル

【高知県】
高知県/豪州

【埼玉県】
埼玉県ほか/ブラジル
さいたま市/オランダ

【関東】

【中国・四国】

【秋田県】
秋田県ほか/タイ
秋田市ほか/フィジー
横手市ほか/インドネシア

【福島県】
福島市/スイス

【山形県】
鶴岡市/モルドバ 村山市/ブルガリア
酒田市/NZ 長井市/タンザニア
天童市ほか/トルクメニスタン

【北海道・東北】

【近畿】

【九州】

【山梨県】
山梨市/ドイツ
笛吹市/タイ
甲州市/フランス
忍野村/フランス
山中湖村/フランス
富士河口湖町ほか/フランス

【静岡県】
御殿場市/韓国

【愛知県】
豊田市/英国

【長野県】
長野県ほか/中国
松川町/コスタリカ

【新潟県】
新潟市/フランス

【北陸・中部】

【群馬県】
川場村/米国

【千葉県】
船橋市/米国
松戸市/ドミニカ共和国、

ルーマニア
佐倉市ほか/米国
市原市/NZ

【山口県】
山口県ほか/スペイン
萩市/英国
長門市/トンガ

【香川県】
香川県ほか/カナダ

【大阪府】
大阪市/豪州
泉佐野市/ウガンダ
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【青森県】
弘前市/台湾

【岐阜県】
岐阜市/スロバキア
各務原市ほか/英国

【徳島県】
徳島県ほか/ドイツ

【岩手県】
盛岡市/カナダ

【東京都】
文京区/ドイツ

【愛媛県】
愛媛県ほか/台湾



ホストタウン（第三次登録）の概要
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都道府県 登録団体名 相⼿国・地域

⻘森県 弘前市 台湾 ・⽇本代表監督をつとめた齋藤春⾹⽒が、市の職員であることから、現役時代から交流のある台湾ソフトボー
ルチームの事前合宿を進めた結果、本年11⽉、台湾ソフトボール協会と基本協定を締結。

岩⼿県 盛岡市 カナダ
・新渡⼾稲造博⼠の終焉の地であるビクトリア市とは、姉妹都市を提携し、多種多様なスポーツ交流を中⼼
に30年以上交流を継続。2020⼤会の追加競技となったこと、また本年の希望郷いわて国体での開催場
所となったことから、スポーツクライミングを中⼼に事前合宿の誘致を⾏う。

秋⽥市・

秋⽥県

酒⽥市 ニュージーランド
・市内の⼤学に、「ニュージーランド研究所」を併設しており、そこでは⽇本におけるニュージーランド研究の随
⼀の拠点として、研究、教育活動を展開。この研究に⻑く携わってきている副市⻑のネットワークや、NFの
⽀援などを活かし、トライアスロンの事前合宿を誘致。来春の事前視察が決定。

村⼭市 ブルガリア
・市の花及びブルガリア国花である「バラ」を象徴とする交流を進めることとなった。また、市内中学校の新体操
部監督の縁で、新体操の事前キャンプ誘致を進めた結果、本年10⽉、同国新体操連盟と基本合意書を
締結。今後、具体的な交渉を進める。また、スポーツ国際交流員（SEA）の招へいを進める。

⻑井市 タンザニア ・県内には国内で唯⼀の地⽅友好団体である「⼭形・タンザニア友好協会」があり、20年以上の交流を継
続。この繋がり等を活かし、⻑井市とタンザニアは友好関係を深めるべく、事前合宿誘致を進める。

天童市・
⼭形県

福島県 福島市 スイス
・2013年8⽉、復興⽀援のためスイスの時計メーカーによるアクロバットショーが⾏われたことをきっかけに交流
が始まった。その後も、市内でスカイスポーツ交流や世界的に有名な⾳楽イベントを開催するなど、交流を深
めながら、サッカー、柔道、陸上競技、新体操などの事前合宿を誘致。

茨城県・

鉾⽥市

⿓ヶ崎市 キューバ ・市内の流通経済⼤学で、キューバ柔道チームの合宿を受け⼊れているといったつながりから、相⼿⽅より
2020年までの毎年、事前合宿受⼊について要請を受けた。

トルクメニスタン ⼤使が視察したことをきっかけに、スポーツや農業分野などでの交流することとなった。その後、⼤使館の協⼒
を得て、トルクメニスタンオリンピック委員会と事前キャンプに関する協定書を締結予定。

ベトナム
・

⼭形県

茨城県

・

2014年のサン国家主席の来県を契機に、県と包括協定を結び幅広い交流を実施。鉾⽥市では多くのベ
トナム⼈農業実習⽣を受け⼊れており、また、⽔⼾ホーリーホックには、ベトナムのメッシこと、グエン・コン・フォ
ン選⼿が移籍したこと等を契機に、オリンピック・パラリンピックの各種競技の事前合宿を誘致。

秋⽥県 フィジー
秋⽥市を本拠地とする「秋⽥ノーザンブレッツラグビーフットボールクラブ」のフィジー⼈コーチとフィジー⾸相のラ
グビーを通じた親交があることをきっかけに、事前合宿を誘致。本年11⽉、同国⻘年スポーツ省とスポーツ交
流に関する基本協定書を締結。

計画の特⾊

・
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都道府県 登録団体名 相⼿国・地域

潮来市 台湾
・市のボートセンター「あめんぼ」は、地元の実業団等に使⽤されており、市⺠にとっても、ボート競技は⾝近な
スポーツとなっている。既にホストタウンとして登録されている坂東市、境町と２市１町で、「キャンプ誘致に関
する包括連携協定」を締結し、ボート競技の事前合宿を誘致。

・市内在住の彫刻家、浅賀正治⽒がブルガリアのコンクールで受賞したことより、同国との交流が始まった。
2016年には、⼤使からの提案を受け、同国シリストラ市と友好交流都市協定を締結。

・国内でも少ないＩＦ基準の射撃競技場を有しており、これらを活⽤しながら事前合宿を誘致。

群⾺県 川場村 ⽶国
・1981年より、世⽥⾕区と「縁組協定」を締結。その交流⼈⼝は190万⼈以上に達している。すでに⽶国と
覚書を締結している世⽥⾕区からの選⼿団及び関係者の受⼊について協⼒要請を受け、連携して取り組
む。

埼⽟県・
新座市

さいたま市 オランダ
・2012年より、⽇蘭交流を⽬的とする市内空⼿教室とオランダ空⼿教室との姉妹道場としての交流や、同
国空⼿道連盟選⼿の訪⽇指導などを実施。スポーツや⽂化⾯での交流を推進するため、事前合宿誘致
を⽬指す。

・⽶国体操チームの関係者の協⼒を得ながら、事前合宿を誘致。
・体操専⽤体育館が、2017年12⽉に完成予定であり、今後、受⼊条件等を協議し、覚書を締結予定。
・外務省の地⽅視察ツアーを契機に、ドミニカとの交流を開始。本年、ソフトボール連盟と事前合宿の覚書を
締結。

・リオ⼤会出場のマラソン選⼿を地元のマラソン⼤会に招待したことより、ルーマニア陸上連盟との交流を開
始。本年、同連盟と事前合宿に関する同意書を締結。

市原市 ニュージーランド ・⽇本ソフトボール協会及び県のスポーツコンシェルジュの協⼒を得て、2018世界⼥⼦ソフトボール⼤会の合
宿地となる⾒込みであり、2020⼤会に向けても、引き続き事前合宿誘致を進める。

・1988年にカイザースラウテルン市と姉妹都市提携をしており、ホームステイ交換事業や⽂化・芸術、スポーツ
を通じた区⺠交流事業を実施している。

・柔道を中⼼としたパラリンピック競技等の選⼿との交流を⽬指し、交渉を進めていく。

・2015年世界陸上北京⼤会での事前合宿受⼊をきっかけに、2020年においても、⽶国陸上チームの事前
合宿受⼊を⾏うことで、合意済。

東京都 ⽂京区 ドイツ

千葉県

船橋市 ⽶国

松⼾市 ドミニカ共和国、
ルーマニア

佐倉市・成⽥
市・印⻄市 ⽶国

計画の特⾊

茨城県

桜川市 ブルガリア

埼⽟県

ブラジル ・学校法⼈⽴教学院とも連携しながら、⽴教学院新座キャンパスをはじめとする複数の施設を活⽤し、各種
競技の事前合宿を誘致。
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都道府県 登録団体名 相⼿国・地域

新潟県 新潟市 フランス ・1991年、新潟・フランス協会設⽴後、ナント市を中⼼に交流。これまでの交流を契機に、レスリング、空
⼿、野球の各種競技の事前合宿誘致に取り組む。

⼭梨市 ドイツ ・国体で30年以上⼊賞するなど、⾼校を中⼼に⼤変盛んなウェイトリフティングの事前合宿誘致を進める。

笛吹市 タイ ・市の職員に、リオ⼤会ウェイトリフティングに出場した中⼭選⼿や競技関係者がおり、同競技が盛んな地域
であることから、定期的なスポーツ交流や事前合宿誘致等に取り組む。

甲州市 フランス ・ワイン産業を通じ、姉妹都市交流40周年を迎えたボーヌ市があるフランスを相⼿国として、県のスーパーバ
イザーと共に、市で盛んなハンドボールの事前合宿誘致に取り組む。

忍野村 フランス ・以前から交流のあったフランスを相⼿国として、県のスーパーバイザーと共に、村で盛んなバスケットボールの
事前合宿誘致に取り組む。

⼭中湖村 フランス ・⼭中湖交流プラザ「きらら」を会場に、県のスーパーバイザーと共にアーチェリーの事前合宿誘致に取り組む。
富⼠河⼝湖町・

鳴沢村 フランス ・以前から姉妹村提携を結んでいるセリエール村のあるフランスを相⼿国として、県のスーパーバイザーと共に、
⻄湖を活かしたトライアスロンや、バレーボールの事前合宿誘致に取り組む。

⻑野県・上⽥
市・須坂市・飯
⼭市・下諏訪
町・⼭ノ内町

中国

・これまで、冬季競技を通じて交流を深めてきた中国と、⻑野県⽇中友好協会、中国国家体育総局及び
⼤使館の協⼒を得て、⼤会後に選⼿と交流することについて合意、調整を進めている。

松川町 コスタリカ ・ JICAの研修先として、コスタリカから多くの研修⽣を受け⼊れてきたことから、国際交流事業を計画し、事前
合宿の誘致を進める。近⽇中に、覚書を締結する予定。

岐⾩市 スロバキア ・在スロバキア⽇本国⼤使館を通じたスロバキアの⾸都ブラチスラバ市との姉妹都市交流の提案をきっかけ
に、都市間交流を推進しながらスロバキア選⼿団の事前合宿の誘致に取り組む。

各務原市・
岐⾩県

愛知県 豊⽥市 英国
・1998年の英国ダービーシャー県、ダービー特別市、南ダービーシャー市との姉妹都市提携締結や、2005
年愛知万博で英国のホストシティでもあったつながりから、⼤会時における英国の選⼿の招聘と交流を、姉
妹都市関係者の協⼒を得て進める。

滋賀県 トルコ

・スポーツを通じた共⽣社会の実現に向け障害者スポーツ（視覚障害者柔道および守⼭市に根付きつつあ
るゴールボール）を端緒とし、両競技関係者の⼈的ネットワークを⽣かしながらトルコの事前合宿誘致を進
める。
・市・県・⼤学等が連携し、幅広い競技の受⼊れや⽂化・教育⾯への取組の展開を図る。

⼭梨県

⻑野県

岐⾩県
英国 ・2015年、英国オリンピック委員会と岐⾩県が、各務原市の川崎重⼯ホッケースタジアムを含んだ施設の使

⽤について覚書を締結。

計画の特⾊

守⼭市・
滋賀県
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都道府県 登録団体名 相⼿国・地域
⻲岡市 オーストリア ・オーストリア国クニッテルフェルト市と姉妹都市であることから、同国の空⼿競技の事前合宿誘致を進める。

⼤阪市 オーストラリア ・国際親善⼥⼦⾞椅⼦バスケットボール⼤会に、毎年参加しているオーストラリアと交流を重ねるとともに同競
技を中⼼に事前合宿を誘致。

泉佐野市 ウガンダ
・市内のタオル業者が現地産のオーガニックコットンを製品化したことでグル市との交流を開始。2020年⼤会
に代表選⼿と交流することについて⼤統領の承認を得た。これをきっかけに市⺠レベルでの交流継続を⽬指
す。

兵庫県 ⻄脇市 オーストラリア ・県と⻄オーストラリア州が、姉妹州であること、また元⽇本代表⼥⼦監督の⻄村⽒が、市の出⾝であることか
ら、事前合宿の誘致を進める。さらに、市の体育協会や国際交流協会を通じたボランティアの育成も⾏う。

岡⼭市 ブルガリア ・ブルガリア共和国のプロヴディフ市とは、40年以上国際友好交流都市として交流。これを縁として、バレー
ボール、バドミントン、柔道等の事前合宿誘致を進める。

美作市 ベトナム
・国内でも屈指の「美作ラグビー・サッカー場」を有しており、ここをホームとして⼥⼦サッカーチーム「岡⼭湯郷
Belle」が活躍している。また、ベトナムとは経済、⽂化、教育、スポーツの各分野で相互交流を⾏っているこ
とから、ベトナム⼥⼦サッカー等の事前合宿の誘致や相互の交流を進める。

萩市 英国
・1863年に⽇本⼈として初めて5⼈の若者「⻑州ファイブ」が密航留学するなど歴史的なつながりから、これま
で、中学⽣を毎夏英国へ派遣する⻑州ファイブジュニア語学研修事業や様々な教育・⽂化交流事業を実
施。また、市内在住のカヌー競技選⼿と交流の深い英国選⼿を招へいする。

⻑⾨市 トンガ ・⽔産インフラ輸出の具体化に向けた研究及びトンガからの⾼校⽣ラグビー留学⽣の受け⼊れを進めながら、
ラグビーの事前合宿誘致にも取り組む。

愛媛県・
松⼭市

⼤分県・⼤分
市・別府市 フィジー ・別府市出⾝者が名誉領事に就任したことをきっかけに、貿易、投資、観光分野において交流が活発化し

ており、同国と⾼校⽣を中⼼としたスポーツ・⽂化交流事業を推進するための覚書を締結。
⼤分県・ ・マレーシアのNational sports Instituteを通じ、バドミントンチームの事前合宿を誘致を働きかける。
中津市 ・マレーシアで事業を展開する企業のつながりを活⽤。
宮崎県・
宮崎市

都城市 モンゴル ・1999年、ウランバートル市と友好交流都市を提携し、⻘少年交流を進めてきた。同国からの国際交流員
（CIR）を窓⼝に、レスリングを通じた選⼿、指導者、⼦どもたちの交流を進める。

愛媛県は国際交流促進覚書、松⼭市は友好交流協定を、それぞれ台北市と締結しており、活発な交流
を進めている中で、台湾の野球等の事前合宿誘致を進める。

⼤分県
マレーシア

宮崎県
英国 ・英国ラグビーのヘッドコーチ、エディ・ジョーンズ⽒が、⽇本代表ヘッドコーチ時代に宮崎市を合宿拠点としたこ

とをきっかけに、事前合宿誘致を進める。

・

⼤阪府

岡⼭県

⼭⼝県

愛媛県 台湾

計画の特⾊

京都府 京丹波町 ニュージーランド ・町技であるホッケー競技の定着に向け、全国⼤会等を実施。既にホストタウンに登録され、同じ競技を誘
致することとしている滋賀県⽶原市と協⼒、連携して事前合宿誘致に取り組む。



登録内容に変更のあった既登録団体 ※下線部が変更のあった内容
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都道府県 登録団体名 相⼿国・地域

秋⽥県・⼤館市・仙北市・
美郷町 タイ

・事業主体に⼤館市、仙北市を追加。

横⼿市・秋⽥県 インドネシア ・事業主体に、秋⽥県を追加。

・相⼿国・地域を追加し、新たに以下の取組を⾏う。
  モルドバ共和国⼤使より、気候の似ている同市で事前合宿受⼊について要望を受けた。

・相⼿国・地域を追加し、新たに以下の取組を⾏う。
 既にエリトリアと実施している交流事業「SKYプロジェクト」にブータンを追加し、⼤会参加のため来⽇す
る選⼿や⼤使館関係者を地域のイベント等に招き、スポーツや教育⽂化に係る交流事業を実施する。
  東京2020⼤会へ向けたブータンの事前合宿誘致活動を実施している。

・相⼿国・地域を追加し、新たに以下の取組を⾏う。
  韓国体育⼤学と連携して、ナショナルチームの事前合宿誘致を進める。

・相⼿国・地域を追加し、新たに以下の取組を⾏う。
  クロアチアの柔道等を中⼼に、事前合宿を誘致。

⼭⼝県 ⼭⼝県・⼭⼝市・宇部市 スペイン ・事業主体に宇部市を追加。

徳島県 徳島県・那賀町 ドイツ ・事業主体に那賀町を追加。

・事業主体に丸⻲市、坂出市を追加。
・相⼿国・地域を追加し、新たに以下の取組を⾏う。
  カナダのカヌー競技及びブラジル・カナダの野球競技の事前合宿誘致を進める。

・相⼿国・地域を追加し、新たに以下の取組を⾏う。
  オーストラリアのソフトボール及びパラリンピック競技の事前合宿誘致を進める。

佐賀県 佐賀県・嬉野市 オランダ、ニュージーランド、フィジー ・事業主体に嬉野市を追加。

・相⼿国・地域を追加し、新たに以下の取組を⾏う。
  4か国に加え、ハンガリー、ルーマニアのフェンシングチームの事前合宿誘致を進める。

宮崎県 宮崎県・宮崎市・⻄都市・
⽇南市 イタリア

・事業主体に、⽇南市を追加。

兵庫県 神⼾市 英国、オーストラリア、クロアチア

⼤分県 ⼤分県・⼤分市 ポルトガル、ロシア、イタリア、⽶国、
ハンガリー、ルーマニア

⾹川県 ⾹川県・丸⻲市・坂出市 ブラジル、デンマーク、エストニア、フィ
ンランド、ノルウェー、カナダ

⾼知県 ⾼知県 オランダ、シンガポール、オーストラリア

神奈川県 神奈川県・⼩⽥原市・箱
根町・⼤磯町 エリトリア、ブータン

静岡県 御殿場市 台湾、韓国

変更の内容

⼭形県 鶴岡市 ドイツ、モルドバ

秋⽥県



ホストタウンの活動状況 １

【北海道網⾛市（オーストラリア） 】
○ ラグビーの事前合宿誘致を⽬指す。
○ 市内で合宿中の実業団ラグビーチームに在籍するオーストラリア出⾝の

ピーター・ヒューワットコーチを招き、タグラグビー体験や、オーストラリアの⽂
化・スポーツを学ぶなど、児童51⼈と交流事業を実施。

【⻘森県今別町（モンゴル） 】
○ フェンシングのジュニア選⼿5名が地元中学⽣・⾼校

⽣と合同で強化練習や交流試合を実施
○ 地域を挙げて、モンゴルフェンシングチームを歓迎。

⽇本の伝統⾏事の⾒学や荒⾺の披露など、選⼿たち
に⽇本や地域⽂化を体験。

【群⾺県前橋市（ハンガリー） 】
○ 柔道の事前合宿誘致を⽬指す。
○ ブダペスト柔道連盟のジュニアチームを招待し、買い物体験や、地元の

だんぺえ踊り体験など、交流事業を実施。

8
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ホストタウンの活動状況 ２

【東京都町⽥市（南アフリカ共和国） 】
○ ラグビーの事前合宿誘致を⽬指す。
○ 同国の建国の⽗・ネルソン・マンデラ⽒の誕⽣⽉を記念した「Nelson 

Mandela Month」を開催するなど、スポーツ・⽂化・経済等の相互交流
を図る。

【千葉県⼭武市（スリランカ) 】
○ 市内の中⾼⽣をスリランカに派遣し、交流。

（左上）ダヤシリ・ジャヤセカラスポーツ⼤⾂に⾯会し、
お礼の⼿紙を読む

（右上）スリランカオリンピック委員会において現地テレ
ビ局の取材を受ける

（左下）JICAスリランカ隊員（幼児教育）の活動現
場訪問

（右下）シーギリヤロック（世界遺産）をバックに撮影
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ホストタウンの活動状況 ３

【神奈川県平塚市（リトアニア） 】
○ リトアニア代表の事前キャンプ地に決定。同国を知るきっかけとして、リトア

ニア料理を給⾷で提供。６年⽣を対象に、同国を紹介する「授業」とリトア
ニア⼤使夫妻を招いたふれあい給⾷を実施。

【静岡県藤枝市（イタリア） 】
○ イタリアの柔道チームの強化合宿を実施。⾼校⽣や柔道クラ

ブの⼦ども達と練習。また、練習の合間には⽂化体験（浴⾐
着付け、陶器制作、茶道、邦楽など）や藤枝⼤祭に参加す
るなどの交流を実施。

【神奈川県・⼩⽥原市・⼤磯町・箱根町（エリトリア） 】
○ エリトリアとの交流を通じて、地域における（S）スポーツの振興、（K）教

育⽂化の向上、（Y）友好関係を構築する「SKYプロジェクト」を推進。
○ 北京及びロンドン⼤会に出場したエリトリアのヤレド・アスメロン選⼿等、多く

のアスリートとの交流を実施。



【和歌⼭県・和歌⼭市（カナダ） 】
○ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会及び2018年パンパシ

フィック⽔泳選⼿権で、事前合宿を⾏うことが決定したカナダ競泳代表チー
ムＣＥＯと協定書に調印。

【京都府舞鶴市（ウズベキスタン） 】
○ 市内全⼩学校の給⾷においてウズベキスタン料理を提供。ウズベキスタン

⼤使を招いて、⼩学⽣とともに給⾷を⾷べ交流を図る。
○ 併せてウズベキスタンとの戦後の海外引揚・抑留を通じた縁について学習。

【佐賀県（オランダ、NZ、フィジー） 】
○ 2016熱気球世界選⼿権で来佐したオランダの2つのバルーン

チームと中学校⽣徒が交流。
○ オランダ空⼿道連盟と2020⼤会の事前合宿の覚書を締結。
○ NZ陸上競技連盟と第29回ユニバーシアード競技⼤会（台

北）の事前合宿の覚書を締結。

ホストタウンの活動状況 ４
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ホストタウンと連携した取り組み
「あすチャレ!School」(⽇本財団パラリンピックサポートセンター)
○ パラスポーツを通じて障がい者理解や夢や⽬標を持つ⼤切さを伝えるため、「あすチャ

レ！School」を実施。
○ ホストタウン（⼭形市、坂東市、三郷市、流⼭市、武蔵野市ほか）など、

全国の⼩中⾼等学校へパラアスリートを派遣し、体験型授業を⾏う。
○ 2016年度中に100校3万⼈、2020年までに1000校50万⼈の実施を⽬標。
※「あすチャレ！School」HP http://www.parasapo.tokyo/asuchalle/school/

12

オリンピック・パラリンピック等経済界協議会と連携した取組
○ 2020⼤会をはじめ、ラグビーW杯2019等の成功と、そのムーブメントを活⽤したレガシー作りを通じて、豊かで活⼒

ある⽇本社会の実現に寄与することを趣旨として経団連、商⼯会議所、経済同友会を中⼼に設⽴。ホストタウンが⾏
う異⽂化交流やスポーツイベントなどを、協議会参画企業からの⼈材派遣等を通じて連携。

・美郷町（相⼿国：タイ）
美郷町が住⺠や企業などを対象に⾝近にタイにふれる機会を提供する勉強会を開催。

協議会参画企業に在籍するタイ⼈研修⽣とタイに駐在経験のある従業員が講師となり、
タイの習慣、挨拶、⾷事などを紹介。

・⾼⼭市（相⼿国：英国、フランス、⽶国）
⾼⼭祭りに、協議会参画企業から、外国⼈向け

の通訳（英語・中国語）スタッフを計15名派遣。
⾼⼭商⼯会議所とも連携。

※協議会HP http://kyougikai2020.jp/
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ホストタウン⾃治体と丸川⼤⾂の意⾒交換

○厚⽊市（相⼿国：ニュージーランド）
・ 出席者：⼩林 常良市⻑、スコット・ピアース⽒（あつぎホストタウン交流⼤使・７

⼈制ラグビー元ニュージーランド代表・元⽇本代表）
・ 概 要：⼥⼦⽇本代表の合宿が⾏われるなど、ラグビーが盛んであること。これま

で交流がなかったが、市の気持ちを伝えるために⼤使館や現地を訪問したことが交
流のきっかけとなったこと。市にゆかりのある⽅を「あつぎホストタウン交流⼤使」とし
て任命し、⽂化・教育等の相互交流を図る取組を⾏っていることなどについてご紹
介いただいた。

【第１回】 2016年11⽉28⽇

○⾢南町（相⼿国：フィンランド）
・ 出席者：⽯橋 良治町⻑
・ 概 要：ゼロからのスタートであり、⼩さなまちの⼤きな挑戦であること。町の施策と

して福祉、障害者を重視していたことから2012年ロンドン⼤会の「ゴールボール」で
⾦メダルを獲得し、また、福祉施策の先進国であるフィンランドを相⼿国と決めたこと。
⽇本男⼦チームと⼩中学⽣が競技体験を⾏うなど、ゴールボール普及の取り組みを
実施していること。2016年8⽉に「おおなん・フィンランド協会」を設⽴し、事業を推
進していることなどについてご紹介いただいた。

○丸川⼤⾂は、「⾃治体の皆様が⾊々と模索しておられるなか、両⾃治体から明確な意志を持って活動しておられる
様⼦を伺うことができ、⼤変勉強になった。産業や観光⾯も含めた取組みに期待している。」と述べた。



（参考１）ホストタウンとは

１．以下の取組みを⾏う地⽅公共団体は、ホストタウンとして登録できる。
① 住⺠等と次に掲げる者との交流

－ ⼤会等に参加するために来⽇する選⼿等
－ ⼤会参加国・地域の関係者
－ ⽇本⼈オリンピアン・パラリンピアン

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

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

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

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

2020年の⼤会開催に向け、スポーツ⽴国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等
に資する観点から、参加国・地域との⼈的・経済的・⽂化的な相互交流を図る地⽅公共団体を
「ホストタウン」として全国各地に広げる。
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（参考２）第⼀次・第⼆次登録団体

【茨城県】
坂東市/リトアニア
笠間市/タイ
常陸大宮市/パラオ
境町/アルゼンチン

【千葉県】
山武市/スリランカ
流山市/オランダ

【東京都】
武蔵野市/ルーマニア
調布市/サウジアラビア
世田谷区/米国
青梅市/ドイツ
町田市/南アフリカ

【神奈川県】
神奈川県ほか/エリトリア
横浜市/英国
川崎市/英国
平塚市ほか/リトアニア
厚木市/NZ

【群馬県】
前橋市/ハンガリー
高崎市/ポーランド

【関東】

【栃木県】
栃木県/ハンガリー

【埼玉県】
三郷市/ギリシャ
寄居町/ブータン

【鳥取県】
鳥取県/ジャマイカ

【徳島県】
徳島県/ドイツ

【中国・四国】

【島根県】
松江市/アイルランド
邑南町/フィンランド

【岡山県】
倉敷市/NZ

【高知県】
高知県/オランダ、
シンガポール

【山口県】
山口県ほか/スペイン
防府市/セルビア

【香川県】
香川県/ブラジル、
デンマーク、
エストニア、
フィンランド、
ノルウェー

【兵庫県】
神戸市/英国、豪州
兵庫県ほか/フランス
豊岡市/モンゴル

【近畿】

【奈良県】
奈良市/豪州
大和郡山市ほか/
シンガポール
天理市/フランス

【滋賀県】
滋賀県ほか/デンマーク
米原市ほか/NZ

【京都府】
京丹後市/韓国、豪州
舞鶴市/ウズベキスタン
大山﨑町/スイス

【和歌山県】
和歌山県ほか/
豪州、カナダ
和歌山県ほか/
トルコ

【福岡県】
福岡県ほか/スウェーデン
北九州市/タイ
飯塚市/南アフリカ
田川市/ドイツ
宗像市/ブルガリア

【佐賀県】
佐賀県/オランダ、

フィジー、NZ

【熊本県】
熊本県/インドネシア

【宮崎県】
宮崎県ほか/ドイツ
宮崎県ほか/イタリア

【九州】

【大分県】
大分県/NZ
大分県ほか/ポルトガル、
ロシア、イタリア、米国
別府市/NZ

【長崎県】
長崎県ほか/ベトナム

【静岡県】
静岡市/スペイン、台湾
三島市/米国
浜松市/ブラジル
焼津市/モンゴル
掛川市/台湾 御殿場市/台湾
藤枝市/イタリア
伊豆の国市/モンゴル

【岐阜県】
岐阜県ほか/
英国、フランス、米国

【長野県】
駒ケ根市/ベネズエラ、ネパール
佐久市/エストニア
安曇野市/オーストリア

【新潟県】
新潟県ほか/モンゴル
柏崎市/
モンテネグロ、セルビア
十日町市/クロアチア
上越市/ドイツ

【北陸・中部】

【山梨県】
富士吉田市ほか/フランス

【愛知県】
豊橋市/ドイツ、リトアニア
稲沢市/ギリシャ

【石川県】
金沢市/フランス

【北海道・東北】

【北海道】
網走市/豪州
士別市/台湾
名寄市/台湾

【青森県】
今別町/モンゴル

【秋田県】
秋田県ほか/タイ
横手市/インドネシア

【宮城県】
仙台市/イタリア
蔵王町/パラオ

【福島県】
郡山市/オランダ
猪苗代町/ガーナ
会津若松市/タイ
いわき市/サモア

【山形県】
上山市/ポーランド
山形市/サモア、台湾、

タイ
鶴岡市/ドイツ
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