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ホストタウンの第五次登録について



審査結果と今後のスケジュール

 今後のスケジュール

 第五次登録申請と審査の結果
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今後も、引き続き申請・登録を実施するが、登録の頻度を変更予定。

第四次登録までの179件とあわせ、
登録数は計211件。

審査対象 登 録
新規申請 31 件 20 件

継続審査 55 件
（うち19件について進捗状

況の報告有）
12 件

11月2日（木）に申請を締め切り、審査を行った結果は以下のとおり。

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

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



第五次登録団体の概要
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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 登別市 デンマーク

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

青森県 三沢市 カナダ

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

岩手県 遠野市 ブラジル

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

埼玉県 埼玉県・所沢
市 イタリア

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

埼玉県 埼玉県・加須
市 コロンビア

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

千葉県 千葉県 オランダ

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

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

千葉県 館山市 オランダ

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

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

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

				東京都 トウキョウト		大田区 オオタク		ブラジル		・平成29年6月にブラジルオリンピック委員会と事前合宿に係る覚書を締結。同委員会は地域交流に積極的に取り組む意向を示しており、平成30年以降の交流に向け調整を行っている。
				○		修正あり シュウセイ		修正あり シュウセイ
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				山梨県 ヤマナシケン		甲府市 コウフシ		フランス		・フランス卓球連盟と事前合宿について基本合意書を2017年10月に締結。卓球を軸に幅広い層の市民交流や文化交流を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・甲府市はポー市と40数年にわたり姉妹都市交流を実施。これまでの相互交流を継続・発展させていく。
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				岐阜県 ギフケン		八百津町 ヤオツチョウ		イスラエル		・八百津町は「命のビザ」で知られる杉原千畝氏のふるさとであることから、イスラエルとの関係が深く、これまでも交流事業を多く行ってきている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・競技終了後に選手が八百津町を訪問、交流することにつき合意済。2020年に向け、イスラエル理解のためのイベントの実施等を予定している。
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				静岡県 シズオカケン		下田市 シモダ シ		米国 ベイコク		・牧之原市と連携のうえ、1854年にペリー提督率いる黒船が来航するなど、古くから縁のある米国とサーフィンを中心とした交流を進める。
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				愛知県 アイチケン		半田市 ハンダシ		中国 チュウゴク		・平成5年に徐州市と友好都市提携を結び、青少年を中心としたスポーツ交流や文化芸術交流を20年以上にわたり継続。このつながりを活かし、競技終了後に中国のオリンピアンを招いて交流を実施するなど更なる交流の促進を図る。
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				大阪府 オオサカフ		池田市 イケダ シ		ロシア		・池田市在住のミュンヘンオリンピック男子バレーボール金メダリストの大古誠司氏のつながりから、ロシアバレーボール協会に選手の事前合宿について、働きかけを実施し、2017年9月に合意がなされた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イケダシ ザイジュウ ダンシ キン オオ フル セイジ シ キョウカイ センシュ ハタラ ジッシ ネン ガツ ゴウイ				○		○		○

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





























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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 目黒区 ケニア

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

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

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

東京都 武蔵村山市 モンゴル

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

神奈川県 相模原市 ブラジル

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

福井県 福井市 スロベニア

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

山梨県 甲府市 フランス

・フランス卓球連盟と事前合宿について基本合意書を2017年10月に締結。卓球を軸に幅広い層の市民
交流や文化交流を行う。
・甲府市はポー市と40数年にわたり姉妹都市交流を実施。これまでの相互交流を継続・発展させていく。
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				ホストタウン（第五次登録）の概要 ５

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





























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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

岐阜県 八百津町 イスラエル

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

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

愛知県 半田市 中国

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

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

兵庫県 明石市 韓国

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

奈良県 橿原市・
奈良県 カザフスタン

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

島根県 奥出雲町 インド

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

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


sheet1

				ホストタウン（第五次登録）の概要 ５

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





























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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

徳島県 徳島県 カンボジア

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

香川県 高松市 台湾

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

高知県
土佐町・本山
町・須崎市・
高知県

ハンガリー

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

福岡県 福岡県・久留
米市 ケニア

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

長崎県 長崎県・諫早市 フィリピン

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

宮崎県 日向市 米国

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

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

鹿児島県 大崎町 台湾
・直行便が多く運行されるなど、経済交流はもとより、文化・人材面で交流の機会が創出されていることを
きっかけとして、台湾陸上競技の長距離チームを中心に事前合宿誘致を進めている。
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				ホストタウン（第五次登録）の概要 ５

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





























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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

秋田県 大潟村・秋田
県 デンマーク ・実施主体に秋田県を追加。

茨城県 龍ヶ崎市 キューバ、タイ、グア
ム、フィジー

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

茨城県 桜川市 ブルガリア、モンゴル

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

石川県 石川県・小松
市

ニュージーランド、ブ
ラジル

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

静岡県 島田市 モンゴル、シンガポー
ル

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

静岡県 牧之原市 中国、米国

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

兵庫県 神戸市
英国、オーストラリ
ア、クロアチア、カナ
ダ、ネパール

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

奈良県 大和郡山市・
奈良県 シンガポール、香港

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

福岡県 宗像市 ブルガリア、ロシア

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


sheet1

				ホストタウン（第五次登録）の概要 ５

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





























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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国別活動状況（ドイツを相手国とする取組み）

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

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

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

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

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

ホストタウンイベントの開催

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

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

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

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



ホストタウンにおける食文化発信①

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

歓迎会

茶道、弓道、
そば打ち体験

の模様

GAP認証を取得したアスパラガス、ブロッコリーを使った料理の提供

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

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

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

小学校での特別授業 モルドバワインを楽しむ会

モルドバ料理教室

モルドバ共和国
オリンピック委員会を訪問

市内スーパー
でも市民理解
を進めるため
同国ワイン
フェアを実施

コルツナシュ（モルドバ風餃子）

ホストタウンにおける食文化発信②

ブラチンタ（モルドバ風パイ） ザマ（スープ） 10



小学校での特別授業

【提供メニュー】
○ミャンマー産海老と鶴ヶ島産
野菜のピザ

○ミャンマー産カシューナッツ
と鶴ヶ島サフランのシフォン
ケーキ

○ミャンマー蜂蜜と鶴ヶ島サフ
ランカラメルソースマンゴプ
リン

○鶴ヶ島サフランとミャンマー
産海老の茶ラーメン

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

○鶴ヶ島産狭山茶
○ミャンマーコーヒー

小学生との交流 ＭＯＵ締結式

食文化交流会

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

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

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

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

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

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

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

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

２ 研修員受入れの概要（平成２８年５月～２９年５月（１年間））

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

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

て地域の国際化を推進する。（受入に係る経費は交付税で措置）

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

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



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

－ 大会参加国・地域の関係者
－ 日本人オリンピアン・パラリンピアン

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

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

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

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

2020年の大会開催に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等
に資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を
「ホストタウン」として全国各地に広げる。
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（参考１）ホストタウンとは



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

北海道 釧路市 ベトナム

網走市 オーストラリア

士別市 台湾

名寄市 台湾

青森県 弘前市 台湾、ブラジル

今別町 モンゴル

岩手県 盛岡市 カナダ

宮城県 仙台市 イタリア

白石市・柴田町 ベラルーシ

蔵王町 パラオ

秋田県 秋田県・大館

市・仙北市・

美郷町

タイ

秋田市・秋田県 フィジー

横手市・秋田県 インドネシア

鹿角市 ハンガリー

大潟村 デンマーク

山形県 山形市 サモア、台湾、

タイ

米沢市 香港

鶴岡市 ドイツ、モルドバ

酒田市 ニュージー

寒河江市・山形

県
韓国

上山市 ポーランド

村山市 ブルガリア

長井市 タンザニア

天童市・山形県 トルクメニスタン

都道府県名 登録団体 相手国・地域

山形県 東根市 ドイツ

南陽市 バルバドス

福島県

会津若松市 タイ

郡山市 オランダ

いわき市 サモア

猪苗代町 ガーナ

茨城県 茨城県・鉾田市 ベトナム

龍ケ崎市 キューバ、タイ

笠間市 タイ、エチオピア

潮来市 台湾

常陸大宮市 パラオ

坂東市 リトアニア

桜川市 ブルガリア

境町 アルゼンチン

栃木県 栃木県 ハンガリー

那須塩原市 オーストリア

群馬県 前橋市 ハンガリー

高崎市 ポーランド

沼田市 ドイツ

川場村 米国

埼玉県 埼玉県・新座市 ブラジル

さいたま市 オランダ

三郷市 ギリシャ

鶴ヶ島市 ミャンマー

寄居町 ブータン

福島市
スイス

都道府県名 登録団体 相手国・地域

千葉県 船橋市 米国

松戸市
ドミニカ共和国、

ルーマニア

佐倉市・成田

市・印西市
米国

市原市 ニュージーランド

流山市 オランダ

山武市 スリランカ

東京都 文京区 ドイツ

世田谷区 米国

江戸川区 オランダ

武蔵野市 ルーマニア

青梅市 ドイツ

調布市 サウジアラビア

町田市 南アフリカ

東村山市 中国

神奈川県 神奈川県・小

田原市・大磯

町・箱根町

エリトリア、ブータ

ン

横浜市 英国

川崎市 英国

平塚市・神奈

川県
リトアニア

小田原市 モルディブ

厚木市
ニュージーラン

ド

葉山町 英国


Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド



【機密性2情報】		





Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

		山形県		東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド



【機密性2情報】		





Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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第四次登録までのホストタウン（２）

15

都道府県名 登録団体 相手国・地域

新潟県 新潟県・新潟

市・長岡市・

燕市・五泉

市・弥彦村

モンゴル

新潟市 フランス

長岡市 オーストラリア

柏崎市 モンテネグロ、セ

ルビア

十日町市 クロアチア

妙高市 スロベニア

上越市 ドイツ

富山県 高岡市 ポーランド

石川県 石川県・小松市 ニュージーランド

金沢市 フランス

福井県 大野市 東ティモール

鯖江市 中国

山梨県 富士吉田市・山

梨県
フランス

山梨市 ドイツ

北杜市 フランス

笛吹市 タイ

甲州市 フランス

忍野村 フランス

山中湖村 フランス

富士河口湖町・

鳴沢村
フランス

都道府県名 登録団体 相手国・地域

長野県 長野県・長野

市・上田市・須

坂市・飯山市・

下諏訪町・山之

内町

中国

伊那市 東ティモール

駒ヶ根市
ベネズエラ、ネ

パール

佐久市 エストニア

東御市 モルドバ

安曇野市 オーストリア

松川町 コスタリカ

岐阜県 岐阜県・高山

市・下呂市

英国、フランス、

米国

岐阜市 スロバキア

羽島市 スリランカ

各務原市・岐阜

県
英国

静岡県 静岡市 スペイン、台湾

浜松市 ブラジル

三島市 米国

富士宮市 スペイン

島田市 モンゴル

焼津市 モンゴル

掛川市 台湾

藤枝市 イタリア

御殿場市 台湾、韓国

伊豆の国市 モンゴル

牧之原市 中国

都道府県名 登録団体 相手国・地域

愛知県
名古屋市

フランス、カナダ、

ウズベキスタン

豊橋市 ドイツ、リトアニア

豊田市 英国

稲沢市 ギリシャ

美浜町 シンガポール

三重県 四日市市 カナダ

滋賀県 滋賀県・大津市 デンマーク

守山市・滋賀県 トルコ

米原市・滋賀県 ニュージーランド

京都府 舞鶴市 ウズベキスタン

亀岡市 オーストリア

京丹後市
韓国、オーストラ

リア

大山崎町 スイス

京丹波町 ニュージーランド

大阪府 大阪市 オーストラリア

泉佐野市
ウガンダ、モンゴ

ル

箕面市 ニュージーランド

兵庫県 兵庫県・姫路市 フランス

神戸市

英国、オーストラ

リア、クロアチア、

カナダ

豊岡市 モンゴル

加古川市 ブラジル

西脇市 オーストラリア

香美町 フランス


Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド



【機密性2情報】		





Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド



【機密性2情報】		





Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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第四次登録までのホストタウン（３）

16

都道府県名 登録団体 相手国・地域

奈良県 奈良市 オーストラリア

大和郡山市・奈

良県
シンガポール

天理市 フランス

和歌山県 和歌山県・和歌

山市

オーストラリア、カ

ナダ

和歌山県・那智

勝浦町・串本町
トルコ

鳥取県 鳥取県 ジャマイカ

島根県 松江市 アイルランド

邑南町 フィンランド

岡山県 岡山市 ブルガリア

倉敷市
ニュージーラン

ド

真庭市 ドイツ

美作市 ベトナム

広島県

広島県・広島市・

呉市・竹原市・三

原市・尾道市・福

山市・府中市・三

次市・庄原市・大

竹市・東広島市・

廿日市市・安芸

高田市・江田島

市・府中町・海田

町・熊野町・坂

町・安芸太田町・

北広島町・世羅

町・神石高原町

メキシコ

都道府県名 登録団体 相手国・地域

広島県 北広島町 ドミニカ共和国

山口県 山口県・山口

市・宇部市
スペイン

萩市 英国

防府市 セルビア

岩国市 米国

長門市 トンガ

徳島県 徳島県・那賀町 ドイツ

香川県

香川県・丸亀

市・坂出市

ブラジル、デン

マーク、エストニ

ア、フィンランド、

ノルウェー、カナ

ダ

愛媛県 愛媛県・松山市 台湾

高知県 高知県・高知市 トンガ

高知県・南国市 シンガポール

高知県・須崎市
オーストラリア、

チェコ

高知県・宿毛市 オランダ

福岡県
福岡県・福岡市

スウェーデン、ノ

ルウェー

北九州市 タイ

飯塚市 南アフリカ

田川市 ドイツ

宗像市 ブルガリア

佐賀県
佐賀県・佐賀

市・嬉野市

オランダ、ニュー

ジーランド、フィ

ジー

都道府県名 登録団体 相手国・地域

長崎県 長崎県・長崎

市・佐世保

市・島原市・

諫早市・大村

市・壱岐市・

雲仙市・南島

原市・川棚町

ベトナム

長崎県・島原市 スペイン

熊本県 熊本県 インドネシア

大分県
大分県

ニュージーラン

ド

大分県・大分市

ポルトガル、ロシ

ア、イタリア、米

国、ハンガリー、

ルーマニア、ウク

ライナ

大分県・大分

市・別府市
フィジー

大分県・中津市 マレーシア

別府市
ニュージーラン

ド

宮崎県 宮崎県・宮崎

市・延岡市・小

林市

ドイツ

宮崎県・宮崎市 英国

宮崎県・宮崎

市・日南市・西

都市

イタリア

都城市 モンゴル

沖縄県 沖縄市 ニュージーランド


Sheet1

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

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

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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



























		広島県 ヒロシマケン		北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

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

		都道府県名		登録団体		相手国・地域

		北海道		釧路市		ベトナム

				網走市		オーストラリア

				士別市		台湾

				名寄市		台湾

		青森県		弘前市		台湾、ブラジル

				今別町		モンゴル

		岩手県		盛岡市		カナダ

		宮城県　		仙台市		イタリア

				白石市・柴田町		ベラルーシ

				蔵王町		パラオ

		秋田県　		秋田県・大館市・仙北市・美郷町		タイ

				秋田市・秋田県 アキタケン		フィジー

				横手市・秋田県 アキタケン		インドネシア

				鹿角市		ハンガリー

				大潟村		デンマーク

		山形県		山形市		サモア、台湾、タイ

				米沢市		香港

				鶴岡市		ドイツ、モルドバ

				酒田市		ニュージー

				寒河江市・山形県		韓国

				上山市		ポーランド

				村山市		ブルガリア

				長井市		タンザニア

				天童市・山形県 ヤマガタケン		トルクメニスタン

				東根市		ドイツ

				南陽市		バルバドス

		福島県　		福島市		スイス



				会津若松市		タイ

				郡山市		オランダ

				いわき市		サモア

				猪苗代町		ガーナ

		茨城県		茨城県・鉾田市		ベトナム

				龍ケ崎市		キューバ、タイ

				笠間市		タイ、エチオピア

				潮来市		台湾

				常陸大宮市		パラオ

				坂東市		リトアニア

				桜川市		ブルガリア

				境町		アルゼンチン

		栃木県		栃木県		ハンガリー

				那須塩原市 ナスシオバラシ		オーストリア

		群馬県		前橋市		ハンガリー

				高崎市		ポーランド

				沼田市 ヌマタシ		ドイツ

				川場村		米国

		埼玉県		埼玉県・新座市		ブラジル

				さいたま市		オランダ

				三郷市		ギリシャ

				鶴ヶ島市 ツルガシマシ		ミャンマー

				寄居町		ブータン

		千葉県		船橋市		米国

				松戸市		ドミニカ共和国、ルーマニア

				佐倉市・成田市・印西市		米国

				市原市		ニュージーランド

				流山市		オランダ

				山武市		スリランカ

		東京都		文京区		ドイツ

				世田谷区		米国

				江戸川区 エドガワク		オランダ

				武蔵野市		ルーマニア

				青梅市		ドイツ

				調布市		サウジアラビア

				町田市		南アフリカ

				東村山市 ヒガシムラヤマシ		中国

		神奈川県		神奈川県・小田原市・大磯町・箱根町		エリトリア、ブータン

				横浜市		英国

				川崎市		英国

				平塚市・神奈川県		リトアニア

				小田原市 オダワラシ		モルディブ

				厚木市		ニュージーランド

				葉山町 ハヤママチ		英国 エイコク

		新潟県		新潟県・新潟市・長岡市・燕市・五泉市・弥彦村		モンゴル

				新潟市		フランス

				長岡市 ナガオカシ		オーストラリア

				柏崎市		モンテネグロ、セルビア

				十日町市		クロアチア

				妙高市 ミョウコウシ		スロベニア

				上越市		ドイツ

		富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ		ポーランド

		石川県		石川県・小松市 イシカワケン コマツシ		ニュージーランド

				金沢市		フランス

		福井県 フクイケン		大野市 オオノシ		東ティモール ヒガシ

				鯖江市 サバエシ		中国

		山梨県		富士吉田市・山梨県 ヤマナシケン		フランス

				山梨市		ドイツ

				北杜市 ホクトシ		フランス

				笛吹市		タイ

				甲州市		フランス

				忍野村		フランス

				山中湖村		フランス

				富士河口湖町・鳴沢村 ナ サワ ムラ		フランス

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

				伊那市 イナシ		東ティモール ヒガシ

				駒ヶ根市		ベネズエラ、ネパール

				佐久市		エストニア

				東御市 トウミシ		モルドバ

				安曇野市		オーストリア

				松川町		コスタリカ

		岐阜県		岐阜県・高山市・下呂市		英国、フランス、米国

				岐阜市		スロバキア

				羽島市 ハシマシ		スリランカ

				各務原市・岐阜県 ギフケン		英国

		静岡県		静岡市		スペイン、台湾

				浜松市		ブラジル

				三島市		米国

				富士宮市 フジノミヤシ		スペイン

				島田市 シマダシ		モンゴル

				焼津市		モンゴル

				掛川市		台湾

				藤枝市		イタリア

				御殿場市		台湾、韓国

				伊豆の国市		モンゴル

				牧之原市 マキノハラシ		中国

		愛知県		名古屋市 ナゴヤシ		フランス、カナダ、ウズベキスタン

				豊橋市		ドイツ、リトアニア

				豊田市		英国

				稲沢市		ギリシャ

				美浜町 ミハマチョウ		シンガポール

		三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ		カナダ

		滋賀県		滋賀県・大津市 オオツシ		デンマーク

				守山市・滋賀県 シガケン		トルコ

				米原市・滋賀県 シガケン		ニュージーランド

		京都府		舞鶴市		ウズベキスタン

				亀岡市		オーストリア

				京丹後市		韓国、オーストラリア

				大山崎町		スイス

				京丹波町		ニュージーランド

		大阪府		大阪市		オーストラリア

				泉佐野市		ウガンダ、モンゴル

				箕面市 ミノオシ		ニュージーランド

		兵庫県		兵庫県・姫路市 ヒメジシ		フランス

				神戸市		英国、オーストラリア、クロアチア、カナダ

				豊岡市		モンゴル

				加古川市 カコガワシ		ブラジル

				西脇市		オーストラリア

				香美町 カミチョウ		フランス

		奈良県		奈良市		オーストラリア

				大和郡山市・奈良県 ナラケン		シンガポール

				天理市		フランス

		和歌山県		和歌山県・和歌山市 ワカヤマシ		オーストラリア、カナダ

				和歌山県・那智勝浦町・串本町		トルコ

		鳥取県		鳥取県		ジャマイカ

		島根県		松江市		アイルランド

				邑南町		フィンランド

		岡山県		岡山市		ブルガリア

				倉敷市		ニュージーランド

				真庭市 マニワシ		ドイツ

				美作市		ベトナム

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



























				北広島町 キタヒロシマ マチ		ドミニカ共和国

		山口県		山口県・山口市・宇部市 ヤマグチシ ウベ シ		スペイン

				萩市		英国

				防府市		セルビア

				岩国市 イワクニシ		米国

				長門市		トンガ

		徳島県		徳島県・那賀町 ナガチョウ		ドイツ

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

		愛媛県		愛媛県・松山市 マツヤマシ		台湾

		高知県		高知県・高知市 コウチケン コウチシ		トンガ

				高知県・南国市 ナンゴク シ		シンガポール

				高知県・須崎市 コウチケン スサキシ		オーストラリア、チェコ

				高知県・宿毛市 スクモシ		オランダ

		福岡県		福岡県・福岡市 フクオカシ		スウェーデン、ノルウェー

				北九州市		タイ

				飯塚市		南アフリカ

				田川市		ドイツ

				宗像市		ブルガリア

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

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

				長崎県・島原市 ナガサキケン シマバラシ		スペイン

		熊本県		熊本県		インドネシア

		大分県		大分県		ニュージーランド

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

				大分県・大分市・別府市 オオイタシ ベップシ		フィジー

				大分県・中津市 ナカツシ		マレーシア

				別府市		ニュージーランド

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

				宮崎県・宮崎市 ミヤザキシ		英国

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

				都城市		モンゴル

		沖縄県 オキナワケン		沖縄市 オキナワシ		ニュージーランド
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