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ホストタウンの第四次登録について



審査結果と今後のスケジュール

 今後のスケジュール

 第四次登録申請と審査の結果
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今後も、引き続き申請・登録を実施する（年に複数回を予定）。

第三次登録までの138件とあわせ、
登録数は計179件。

審査対象 登 録
新規申請 42 件 28 件

継続審査 54 件
（うち25件について進捗状

況の報告有）
13 件

5月26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252（第三次登録時186）、
相手国・地域数は74（第三次登録時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17件あり、
うち13件を変更登録



【中国・四国】 【北海道・東北】

【近畿】【九州】

四日市市/カナダ
【三重県】

泉佐野市/モンゴル
箕面市/ＮＺ

【大阪府】

神戸市/カナダ
加古川市/ブラジル
香美町/フランス

【兵庫県】

福岡県ほか/ノルウェー
【福岡県】

佐賀県ほか/オランダ、フィジー、ＮＺ
【佐賀県】

長崎県ほか/スペイン
【長崎県】

大分県ほか/ウクライナ
【大分県】

沖縄市/ＮＺ
【沖縄県】

真庭市/ドイツ
【岡山県】

広島県ほか/メキシコ
北広島町/ドミニカ共和国

【広島県】

高知県ほか/トンガ
高知県ほか/シンガポール
高知県ほか/豪州、チェコ
高知県ほか/オランダ

【高知県】

岩国市/米国
【山口県】

弘前市/ブラジル
【青森県】

白石市ほか/ベラルーシ
【宮城県】

鹿角市/ハンガリー
大潟村/デンマーク

【秋田県】
釧路市/ベトナム

【北海道】

【北陸・中部】

長岡市/豪州
妙高市/スロベニア

【新潟県】

高岡市/ポーランド
【富山県】

石川県ほか/ＮＺ
【石川県】

北杜市/フランス
【山梨県】 名古屋市/フランス、カナダ、ウズベキスタン

美浜町/シンガポール

【愛知県】
鯖江市/中国
大野市/東ティモール

【福井県】

長野県ほか/中国
伊那市/東ティモール
東御市/モルドバ

【長野県】

富士宮市/スペイン
島田市/モンゴル
牧之原市/中国

【静岡県】

南陽市/バルバドス
米沢市/香港
寒河江市ほか/韓国
東根市/ドイツ

【山形県】

【関東】

龍ヶ崎市/タイ
笠間市/エチオピア

【茨城県】

那須塩原市/オーストリア
【栃木県】

沼田市/ドイツ
【群馬県】

鶴ヶ島市/ミャンマー
【埼玉県】

江戸川区/オランダ
東村山市/中国

【東京】

小田原市/モルディブ
葉山町/英国

【神奈川県】
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羽島市/スリランカ
【岐阜県】

ホストタウン（第四次登録）分布について



第四次登録団体の概要
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

北海道 釧路市 ベトナム
・2010年に市内にベトナム名誉領事館が開設される。また、国内唯一の坑内掘炭鉱である市内企業がベ
トナムからの技術者受入れ等の交流を継続していることを活かし、オリンピックの前後を通して、スポーツを契
機とした市民レベルの交流につなげる。

宮城県 白石市・柴田
町 ベラルーシ ・仙台大学との連携により事前合宿招致推進協議会を組織し、ベラルーシ新体操の事前合宿誘致活動

を実施。ベラルーシ体操協会と事前合宿に関する協定書を締結。

秋田県 鹿角市 ハンガリー ・2002年にハンガリーのショプロン市と姉妹都市協定を締結し、以降、交流を継続。この交流を核としてバ
スケットボール、テニスの事前合宿誘致を進めている。

秋田県 大潟村 デンマーク
・デンマークとエネルギー分野をはじめとする交流を推進し、駐日デンマーク王国大使館と大潟村の総合交
流の促進に関する覚書を締結。また、国体が開催されるなどボート競技が地域住民に親しまれていることか
ら、デンマークのボート競技の事前合宿誘致を進めている。

山形県 米沢市 香港 ・フェンシングの世界大会出場選手などを多数輩出する山形県フェンシング協会は米沢市を中核としている
ことから、同協会と連携し香港のフェンシング競技の事前合宿誘致を進めている。

山形県 寒河江市・山
形県 韓国

・韓国安東市と1974年に姉妹都市協定を締結し以後、40年以上にわたり交流を継続。また市内に東
北最大級のスケートパークを有していることから、これらのつながりを活かし、韓国とのスケートボードを中心とし
た交流につなげる。

山形県 東根市 ドイツ ・1992年に開催されたべにばな国体におけるハンドボール会場を保有。また、市内にドイツに本拠を持つ企
業の日本法人が操業していることを縁として、ドイツとのハンドボールを中心とした交流につなげる。

山形県 南陽市 バルバドス ・在バルバドス日本大使館に山形県出身職員が勤務していることなどをきっかけに、陸上、水泳、射撃、ト
ライアスロン、柔道の事前合宿誘致を進めている。

栃木県 那須塩原市 オーストリア
・2005年からオーストリアと中学生や経済団体の交流を継続し、また、2000年より市内において関東学生
トライアスロン選手権大会を開催していることをきっかけに、トライアスロンを中心に事前合宿誘致を進めてい
る。今後、協定書を締結予定。

群馬県 沼田市 ドイツ
・1995年からフュッセン市と姉妹都市として交流を継続し、また、沼田フェンシング協会を中心にフェンシング
の普及・指導に力を入れ多くの日本代表を輩出。このようなつながりから、フェンシング競技の事前合宿誘
致を進めている。



都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

埼玉県 鶴ヶ島市 ミャンマー

・市内にある今泉記念ビルマ奨学会が、ミャンマーからの留学生への支援や同国での寺子屋教育などの支
援活動を約30年にわたり継続。市民が文具をミャンマーに贈る活動も行っている。このようなつながりから、
地元の城西大学とも連携し、陸上、水泳、柔道を中心に事前合宿誘致を進め、今後、事前合宿の実施
に係る覚書を締結予定。

東京都 江戸川区 オランダ ・日本スポーツ振興センターの事業を通じ、オランダオリンピック委員会・スポーツ連合と「パラスポーツ2020オ
ランダ連携プロジェクト」を実施することが決定。４年間にわたりパラアスリートと交流を実施予定。

東京都 東村山市 中国 ・2004年に中華人民共和国の蘇州市と友好交流都市の協定を締結し、以降、教育交流等を継続。こ
の交流を核として、中華人民共和国とのサッカー、卓球競技を中心とした交流につなげる。

神奈川県 小田原市 モルディブ
・モルディブ大統領の来日計画をきっかけとした縁から、国際交流イベント「地球市民フェスタ」にモルディブ大
使等に参加いただくなど交流を継続。
・バドミントン、卓球の事前合宿誘致を進めている。

神奈川県 葉山町 英国
・英国セーリングチームの事前合宿を受け入れ。
・「日本ヨット発祥の地」として、すべての町民がヨットに１度は乗船し、ヨットを身近に感じてもらうイベントを
開催している。

新潟県 長岡市 オーストラリア
・2020東京オリンピック・パラリンピックだけでなく、2018パンパシフィック水泳選手権、2019FINA世界水
泳選手権のオーストラリア競泳チームの事前合宿を受け入れる。
・トップレベルのスポーツに触れ、市民の関心を高めるとともに、国際交流の促進を図る。

新潟県 妙高市 スロベニア
・「合宿の郷 妙高」をスローガンにスポーツ合宿の誘致拡大に向けた施策を展開。
・オリンピアンを数多く輩出している柔道クラブが所在するスロヴェニ・グラデッツ市との姉妹都市交流を契機
に、柔道などの事前合宿誘致を目指す。

富山県 高岡市 ポーランド
・民間レベルでの相互交流をきっかけにポーランドとの経済、文化、スポーツ等交流を継続。市出身の登坂
絵莉選手がリオ五輪女子レスリングで金メダルを獲得するなどレスリングが盛んであることから、ポーランドのレ
スリングを中心に事前合宿誘致を進めている。

石川県 石川県・
小松市 ニュージーランド

・文科省のナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設の認定を受けたカヌー競技場を保有。
・2017年夏季から五輪本番の直前までの4年間、毎年、強化合宿、日本代表チームとの合同合宿及び
市民との交流を実施する。

福井県 大野市 東ティモール
・水への恩返しCarrying Water Projectを立ち上げ、水の確保に苦しんでいる東ティモールを支援すると
ともに、市民との交流を実施。このようなつながりを活かし、東ティモールと大会後も含めた相互交流を進めて
いく。 4



都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

福井県 鯖江市 中国
・これまでに1995年世界体操競技選手権大会や1998年体操競技ワールドカップを開いた実績があり、
「体操のまち　さばえ」を誇りとしている。
・眼鏡産業などで交流の深い中国との交流を通じて、活力とにぎわいのあるまちづくりを推進していく。

山梨県 北杜市 フランス

・日本で唯一IF基準を満たすBMX施設が市内に所在。初心者や家族連れからトップ選手まで、幅広い
層が訪れ、BMX競技への興味や関心が急速に浸透。
・事前合宿を通じたフランスとの交流を契機に、北杜市＝「自転車の聖地」というブランド構築を図るととも
に、食資源の世界発信を目指す。

長野県 伊那市 東ティモール
・元東ティモール日本国大使であった北原巖男氏が伊那市出身であることを縁に、これまで交流を継続。同
氏の協力を得ながら、東ティモール選手団の事前合宿の誘致を目指す。また、大会後も含めた相互交流を
進めていく。

長野県 東御市 モルドバ ・「千曲川ワインバレー（東地区）特区」の構成市となっており、ワインが主要輸出品であるモルドバと交流
を深めることで、国内外に魅力を発信する。

岐阜県 羽島市 スリランカ
・10年以上前からハーモニカや消防自動車、救急自動車をスリランカに寄付するなど、市民団体による交
流を継続。
・大会後に選手団と小中学生の交流活動を実施し、スポーツの意義や国際社会における多様性を学ぶ。

静岡県 富士宮市 スペイン ・平成29年2月にスペイン空手道連盟と事前合宿に関する覚書を締結。今後、事前合宿受入れに向け
た準備を進めるとともに、空手を中心とした交流を進める。

静岡県 島田市 モンゴル
・モンゴル国ボクシング競技の事前合宿を受け入れ。
・受け入れにより、国際交流の促進、スポーツの振興、観光誘客による交流人口の増加、オリンピック・パラ
リンピックに対する意識の高揚等により、市の活性化につなげる。

静岡県 牧之原市 中国
・2009年に開港した富士山静岡空港が立地し、中華人民共和国からの観光客等を多く受け入れてい
る。また、古くからサーフィンが親しまれてきた土地であることを活かし、サーフィンの事前合宿誘致を進めてい
る。

愛知県 名古屋市
フランス・
カナダ・

ウズベキスタン

・美術館同士の交流があったランス市を通じて、フランス柔道の事前合宿誘致を目指す。
・カナダシンクロチームの事前合宿を2020年に向けて毎年受入れ予定。カナダ車椅子バスケットボールチー
ムと日本との選手強化や、技術の交換、協同体制の構築に尽力している人的交流を通じて事前合宿誘
致を目指す。バンクーバー⇔中部国際空港便も就航。
・名古屋大学とウズベキスタンの学術交流を通じて、同国のボクシング・ウエイトリフティング等の受入れを予
定。 5
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

愛知県 美浜町 シンガポール
・町出身の幕末の船乗り「音吉」の縁からシンガポールとの交流を継続。リオパラリンピック日本代表選手団
陸上競技のヘッドコーチが所属する日本福祉大学と連携し、パラ陸上の事前合宿誘致を目指すとともに交
流を進める。

三重県 四日市市 カナダ
カナダ体操（体操・新体操・トランポリン）の事前合宿受入れで同国と合意。主にジュニア育成のための相
互派遣を柱とした地元の体操協会と同国の体操クラブとの交流を予定。平成３３年開催の「三重とこわか
国体」に向けて、オリンピック選手の演技に市民が直接触れることにより、機運醸成を図る。

大阪府 箕面市 ニュージーランド ・1995年からニュージーランド・ハット市と国際協力都市提携を締結して教育交流などの交流を継続してい
る。市内に柔道場を有する武道館があることから、柔道を通じた交流を行う。

兵庫県 加古川市 ブラジル ・市とブラジルパラリンピック委員会、ブラジルパラバレーボール協会の３者でパートナーシップ協定を締結し、
今後シッティングバレーボールを中心に大会後も含めた相互交流を目指す。

兵庫県 香美町 フランス
・兵庫県で唯一「日本で最も美しい村連合」に認定され、フランス人の嗜好にあう芸術・食などの素材を有
する。また、多くの大学や高校のアーチェリー合宿を受入れるなどノウハウを有していることから、フランスのアー
チェリー競技の事前合宿誘致を進めている。

岡山県 真庭市 ドイツ
・2005年の国民体育大会で馬術競技会場となった蒜山ホースパークを有し、リオデジャネイロ五輪馬術代
表の原田喜市氏が市在住であるつながりを活かし、馬術の強豪国であるドイツ選手を大会出場後に招
聘。馬術を中心にとした交流人口の拡大や、新エネルギー技術など産業面も含めた交流につなげる。

広島県
広島県ほか
県内22市町

（※）
メキシコ

・広島県、広島市、広島県商工会議所連合会、広島県体育協会で構成されるメキシコオリンピック誘致
推進委員会を設置。県内市町、スポーツ関係団体等と広く連携し、サッカー、野球、陸上など26競技の
事前合宿誘致を進め、平成29年5月に基本協定を締結し、大会直前の最終合宿、予選大会等に向け
た事前合宿及び幅広い交流事業を広島県内で実施することを合意。今後、合宿等受入れに向けた準備
を進めるとともに、スポーツ交流をはじめ、平和、文化など多彩な交流が、大会以降も広く県内で継続的に
実施されるよう、取組を進める。

広島県 北広島町 ドミニカ共和国
・北広島町において1997年からカープウエスタンリーグを開催している広島東洋カープが、ドミニカ共和国に
カープアカデミーを設立し交流を行っていることを活かし、広島東洋カープと連携して陸上、柔道の事前合宿
誘致を進めており、今後、覚書を締結予定。

※広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田
町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・世羅町・神石高原町
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

山口県 岩国市 米国
・1962年にアメリカのエベレット市と姉妹都市協定を締結し、以降、長年にわたる交流を継続。また、アメリ
カ海兵隊岩国航空基地が所在していることを縁として、アメリカとのフェンシング、ソフトボールを中心とした交
流につなげる。

高知県 高知県・高知
市 トンガ ・ラグビーワールドカップ2019の大会前にチームが任意で行うキャンプについて事前協定を締結した。このつ

ながりを活かし2020年東京大会の事前合宿についても誘致を進めている。

長崎県 長崎県・島原
市 スペイン

・2007年の「日本・スペインシンポジウム」長崎開催をはじめ、古来からの歴史的な縁に基づく交流関係を
継続しているほか、島原市関係者がレスリングの元オリンピック選手であるつながりを活かし、レスリングの事
前合宿誘致を進めている。

沖縄県 沖縄市 ニュージーランド
・ニュージーランド空手代表選手団に沖縄市での居住経験者や市内空手道場における合宿経験者がいた
ことから、空手の事前合宿の誘致を進め、事前合宿に関する協定書を締結。空手発祥の地として、今後、
ニュージーランドと交流を深めていく。



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 変更の内容
・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
弘前市出身の柔道家・前田光世（ブラジル名　コンデ・コマ）がブラジルに渡り、柔道を広めた人物であ
る縁をきっかけとして、ブラジル視覚障害者スポーツ連盟と覚書を締結。パラリンピック柔道の事前合宿誘致
を進めている。
・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
地元の流通経済大学と協力のうえ、タイの陸上の事前合宿誘致を進めている。
・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
消防車両の寄贈をきっかけとした、エチオピアとの交流を発展させ陸上競技を中心とした交流につなげる。
・実施主体に長野市を追加。

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
職員の受入れやスポーツ・文化の交流を行っているモンゴル・トゥブ県との友好関係を活かし、マラソンを中
心としたモンゴルの陸上の事前合宿誘致を進めている。
・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
地元の甲南大学や競技団体とも連携し、カナダの柔道を中心として事前合宿誘致を進めている。

高知県 高知県・宿毛
市 オランダ ・事業主体に宿毛市を追加。

・事業主体に須崎市を追加。
・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。

茨城県 龍ヶ崎市 キューバ、タイ

茨城県 笠間市 タイ、エチオピア

青森県 台湾、ブラジル弘前市

中国

長野県・上田
市・須坂市・
飯山市・下諏
訪町・山之内
町・長野市

長野県

・事業主体に南国市を追加。シンガポール高知県・南国
市高知県

大阪府 泉佐野市 ウガンダ、モンゴル

兵庫県 神戸市
英国、オーストラリ
ア、クロアチア、カナ

ダ

良好な自然条件に恵まれた須崎市浦ノ内湾のコースを活用しチェコ共和国のカヌー等を中心とした事前
合宿誘致を進めている。

高知県 高知県・須崎
市 オーストラリア、チェコ
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 変更の内容
・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
ノルウェーに対し、既に合宿実施を決定しているスウェーデンが福岡を推薦。ノルウェーオリンピック委員会と
事前合宿について基本合意書を調印。
・実施主体に佐賀市を追加。

・相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
2016年3月に韓国で開催されたフェンシングワールドカップブグランプリ大会の事前合宿として8か国100
名程度の選手団を受入れた実績を活かし複数国の選手団誘致を推進。既に登録された6か国に加え、
ウクライナのフェンシングチームの事前合宿誘致を進めている。

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、

ウクライナ

福岡県 福岡県・福岡
市

スウェーデン、ノル
ウェー

佐賀県 佐賀県・嬉野
市・佐賀市

オランダ、フィジー、
ニュージーランド



○ 山形県村山市は、平成29年6月にブルガリア新体操ナショナルチームの事前キャンプを約2週間にわたって
受入れ。

○ スタッフ・選手26名が日本の気候、食、文化などに慣れ親しみ、最高の状態で東京大会にのぞみたいという
趣旨で今後毎年この時期に村山市を訪問する予定。練習の合間には、日本文化の体験（浴衣着付け、
茶道、華道等）、日本食の体験、旬のさくらんぼ狩りなどを実施。

○ 地元小中学校への訪問、地元中学校新体操部との合同トレーニング、公開演技会（村山市民体育館
で2日間に渡り実施。観客は満員で併せて3,600名が来場）の開催などにより、地元市民との交流も実施。

日本食の体験

茶道体験
さくらんぼ狩り公開演技会の様子

昼食、夕食はバイキング形式で宿泊してい
るホテルで一般客にも提供

華道体験 10

ホストタウンの活動状況（山形県村山市の例）



○山梨県ではオリパラ推進本部を設置し、県が中心となりインバウンド観光戦略の打ち出しやスポーツ振興を市町村
と一体となって推進。

○現地の競技団体への訪問や、視察の受け入れを積極的に実施し、様々な競技で事前合宿誘致を目指している。

［登録自治体］富士吉田市：ラグビー 甲州市：ハンドボール 北杜市：BMX 忍野村：バスケットボール 山中湖村：アーチェリー
富士河口湖町・鳴沢村：トライアスロン・バレーボール（以上相手国フランス）
山梨市：ドイツ（ウエイトリフティング） 笛吹市：タイ（ウエイトリフティング）

11
［甲州市］ハンドボール協会訪問

［山中湖村］アーチェリー協会訪問

［山中湖村］エヴィアン市役所訪問
［北杜市］ＢＭＸ協会訪問

［忍野村］バスケットボール協会視察受け入れ

ホストタウンの活動状況（山梨県の例）
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○1６の自治体（件数では1２）がホストタウンとして登録。在京大使館との交流やクリスマスマーケット、食文化を
通じた交流をそれぞれ行っており、今後は自治体間の連携も予定。

○多くの自治体が日独英語に堪能なドイツ人のCIR（国際交流員）を採用（予定も含む）しており、活動の中心
を担っている。

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

［上越市］事前キャンプに関する覚書締結

［青梅市］青梅ドイツウィークでのカヌー選手との交流

［鶴岡市］ドイツの市民スポーツイベントへの参加

［徳島県・那賀町］地元高校生とドイツカヌー選手・柔道選手との交流

［田川市］ＣＩＲを仲介しながらの面談の様子

ホストタウンの活動状況（ドイツを相手国とする取組みの例）
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○アフリカ54ヵ国中ホストタウンの相手国として登録されているのは6ヵ国に留まるが、アフリカ諸国に強みのあるスポーツ
（陸上長距離）や、原産のコーヒーを生かした交流を実施するなど、多様な交流が見込まれる。

○山形県長井市は、山形・タンザニア友好協会を通じてタンザニアと20年以上にわたり交流を継続。現在は同市出身
のJICA職員の協力を得て交流を実施。

○茨城県笠間市は、エチオピアの陸上選手や子どもたちの招へいとともに、交流のきっかけとなった消防車の提供支援を
引き続き予定。

［登録自治体］山形県長井市：タンザニア 福島県猪苗代町：ガーナ 茨城県笠間市：エチオピア 東京都町田市：南アフリカ
神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町：エリトリア 大阪府泉佐野市：ウガンダ

［泉佐野市］ウガンダ陸上選手と子どもたちの交流

［猪苗代町］ガーナ高校生とのホームステイ交流

［笠間市］エチオピアフェスティバル開催

［神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町］
オリンピアンと子どもたちの交流

［長井市］タンザニア訪問時の和太鼓披露

［町田市］大使の市内小学校への訪問

ホストタウンの活動状況（アフリカを相手国とする取組みの例）



・５月９～１１日に、アフリカ・ジブチで開催されたアフリカオリンピック委員会総会（全５４ヵ国のＮＯＣが
参加）に、内閣官房職員が出席し、ホストタウンのプレゼンテーションを行うとともに、アフリカに関心を
寄せる自治体の資料を配布。

・ホストタウンの取組については、費用面の課題（旅費、滞在費等）はあるものの、ほぼすべての国で
前向きな反応があった。

・特に、スポーツ分野の交流だけではなく、文化交流についても積極的に参加したいという国が多くを
占めた。

会議会場１ 会議会場２ プレゼン模様

アフリカオリンピック委員会総会におけるホストタウンPR活動について
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（参考１）アフリカにおける相手国増加の取組み



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

－ 大会等に参加するために来日する選手等
－ 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）ホストタウンとは



【中国・四国】 【北陸・中部】 【北海道・東北】

網走市/豪州
士別市/台湾
名寄市/台湾

【北海道】

弘前市/台湾
今別町/モンゴル

【青森県】

盛岡市/カナダ
【岩手県】

仙台市/イタリア
蔵王町/パラオ

【宮城県】

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

【秋田県】

山形市/サモア、台湾、タイ
鶴岡市/ドイツ、モルドバ
酒田市/ＮＺ
上山市/ポーランド
村山市/ブルガリア
長井市/タンザニア
天童市ほか/トルクメニスタン

【山形県】

福島市/スイス
会津若松市/タイ
郡山市/オランダ
いわき市/サモア
猪苗代町/ガーナ

【福島県】

【関東】

茨城県ほか/ベトナム
龍ヶ崎市/キューバ
笠間市/タイ
潮来市/台湾
常陸大宮市/パラオ
坂東市/リトアニア
桜川市/ブルガリア
境町/アルゼンチン

【茨城県】

栃木県/ハンガリー
【栃木県】

前橋市/ハンガリー
高崎市/ポーランド
川場村/米国

【群馬県】

埼玉県ほか/ブラジル
さいたま市/オランダ
三郷市/ギリシャ
寄居町/ブータン

【埼玉県】

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
流山市/オランダ
山武市/スリランカ

【千葉県】

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

【東京都】

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

【神奈川県】

新潟県ほか/モンゴル
新潟市/フランス
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

【新潟県】

金沢市/フランス
【石川県】

富士吉田市ほか/フランス
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

【山梨県】

長野県ほか/中国
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
松川町/コスタリカ

【長野県】

岐阜県ほか/英国、フランス、米国
岐阜市/スロバキア
各務原市ほか/英国

【岐阜県】

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

【静岡県】

豊橋市/ドイツ、リトアニア
豊田市/英国
稲沢市/ギリシャ

【愛知県】

【近畿】

滋賀県ほか/デンマーク
守山市ほか/トルコ
米原市/ＮＺ

【滋賀県】

舞鶴市/ウズベキスタン
亀岡市/オーストリア
京丹後市/韓国、豪州
大山崎町/スイス
京丹波町ＮＺ

【京都府】

大阪市/豪州
泉佐野市/ウガンダ

【大阪府】

兵庫県ほか/フランス
神戸市/英国、豪州、クロアチア
豊岡市/モンゴル
西脇市/豪州

【兵庫県】

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

【奈良県】

和歌山県ほか/豪州、カナダ
和歌山県ほか/トルコ

【和歌山県】

鳥取県/ジャマイカ
【鳥取県】

松江市/アイルランド
邑南町/フィンランド

【島根県】

岡山市/ブルガリア
倉敷市/ＮＺ
美作市/ベトナム

【岡山県】

山口県ほか/スペイン
萩市/英国
防府市/セルビア
長門市/トンガ

【山口県】

徳島県ほか/ドイツ
【徳島県】

香川県ほか/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

【香川県】

愛媛県ほか/台湾
【愛媛県】

高知県/オランダ、シンガポール、
豪州

【高知県】

【九州】

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

【福岡県】

佐賀県ほか/オランダ、フィジー、
ＮＺ

【佐賀県】

長崎県ほか/ベトナム
【長崎県】

熊本県/インドネシア
【熊本県】

宮崎県ほか/ドイツ
宮崎県ほか/英国
宮崎県ほか/イタリア
都城市/モンゴル

【宮崎県】

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

【大分県】
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（参考３）第三次までのホストタウン登録団体
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