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第一次登録の44件とあわせ、登録数は計91件。

審査対象 登 録
新規申請 58 件 41 件

第一次からの
継続審査 25 件 6 件

平成28年5月19日（木）に申請を締め切り、審査を行った結果は以下の通り。

※ 第一次登録（Ｈ28.1.26決定・公表）は、69件の申請があり、44件を登録した。
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ホストタウン（第二次登録）の分布について

【奈良県】
奈良市/豪州
大和郡山市ほか/

シンガポール
天理市/フランス

【滋賀県】
滋賀県ほか/デンマーク
米原市ほか/NZ

【茨城県】
笠間市/タイ
常陸大宮市/パラオ
境町/アルゼンチン

【千葉県】
流山市/オランダ

【東京都】
世田谷区/米国
青梅市/ドイツ
町田市/南アフリカ

【島根県】
松江市/アイルランド
邑南町/フィンランド

【京都府】
舞鶴市/ウズベキスタン
大山崎町/スイス

【兵庫県】
兵庫県ほか/フランス
豊岡市/モンゴル

【福岡県】
福岡県ほか/スウェーデン
田川市/ドイツ
宗像市/ブルガリア

【佐賀県】
佐賀県/フィジー、NZ

【大分県】
大分県/NZ
大分県ほか/ポルトガル、
ロシア、イタリア、米国

【宮崎県】
宮崎県ほか/ドイツ
宮崎県ほか/イタリア

【高知県】
高知県/オランダ、
シンガポール

【群馬県】
高崎市/ポーランド

【関東】

【中国・四国】

【秋田県】
横手市/インドネシア

【福島県】
会津若松市/タイ
いわき市/サモア

【山形県】
山形市/サモア、台湾、タイ
鶴岡市/ドイツ

【北海道・東北】

【近畿】

【九州】

【山梨県】
富士吉田市ほか/フランス

【静岡県】
静岡市/スペイン、台湾
浜松市/ブラジル
御殿場市/台湾

【愛知県】
豊橋市/ドイツ、
リトアニア

稲沢市/ギリシャ

【長野県】
安曇野市/オーストリア

【石川県】
金沢市/フランス

【北陸・中部】

【栃木県】
栃木県/ハンガリー

【埼玉県】
三郷市/ギリシャ
寄居町/ブータン

【山口県】
山口県ほか/スペイン
防府市/セルビア

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

【和歌山県】
和歌山県ほか/
豪州、カナダ
和歌山県ほか/
トルコ

【長崎県】
長崎県ほか/ベトナム
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都道府県 登録
団体名

相手国
・地域 計画の特色

秋田県 横手市 インドネシア
• インドネシアとの間で、同市の伝統行事である「かまくら」を通じた交流を実施してきた。
• バドミントン日本リーグ1部に所属する北都銀行バドミントンチームと深い親交があり、2010・2013年度に、日本リー
グ横手大会を開催。同チームに所属するコーチ（インドネシア出身）等を通じて事前合宿誘致を進める。

山形県
山形市 サモア、台湾、

タイ
• 東日本大震災時に県内最大の避難所として避難者を受け入れた「山形市総合スポーツセンター」における事前合宿
を事業の核とし、復興を後押しするシンボル事業と位置づけ。

• 大学で柔道の国際交流の経験がある市職員の人脈を生かし、柔道を中心に事前合宿誘致を進める。

鶴岡市 ドイツ • 1976年からスポーツ少年団の交流派遣受入事業を行い、相互に一般家庭のホームステイを実施。その際のステイ
先の方の紹介により、ドイツ選手団のチームスタッフやパラ陸上選手などとの交流を進め、事前合宿誘致につなげる。

福島県

会津
若松市 タイ

• 仏教徒が多く親日的なタイからの観光誘客に力を入れている。また、タイのバンプー社関連企業との間で、太陽光発
電事業の協定を締結。この関係も生かして、事前合宿誘致を進める。

• タイ王国ではほとんど雪が降らないことから、主に冬のイベントへ招待するなど人的交流をメインにつながりを強化。

いわき市 サモア
• 2015年、第7回太平洋・島サミットを開催したことを契機に、市内に、サモアでは国内初の名誉領事館が開設。
• 大会に向け、サモアなどの参加を得て、太平洋諸国舞踊祭を開催するほか、今後より一層の交流を図るため、事前
合宿誘致を進める。

茨城県

笠間市 タイ
• 同市の特産品である「笠間焼」のつながりから、タイ王国メーファールアン財団と、陶芸分野における協力関係を構築。
• オリパラを契機にスポーツ・ビジネス分野を含めた交流を深めるべく、同市に所在する「宍戸ヒルズカントリークラブ」での
ゴルフの事前合宿誘致を進める。

常陸
大宮市 パラオ • 太平洋戦争で同国で亡くなった戦没者に茨城県内の出身者が多く、その慰霊訪問をきっかけに深い交流がある。

• 子ども達へのスポーツ用具寄附や、パラオからの留学生の受入などを通じ交流を深めながら、事前合宿誘致を進める。

境町 アルゼンチン
• ペリー提督と共に来航してきたアルゼンチン人艦員と来航の記録を取った武士の子孫同士の縁で、昭和10年から80
年以上同国と交流を続けている。

• 交流人口100万人を目指す町として、今後、町内の児童を同国に派遣するなど、国際交流を強化していく。

栃木県 栃木県 ハンガリー
• 栃木県益子町は、ハンガリー出身の著名な彫刻家ワグナー・ナンドールの移住の地。数多くの作品の制作など、芸術
の振興に貢献している同氏の祖国を相手国として選定。

• 2015年世界陸上北京大会での事前合宿を受け入れた実績を生かし、事前合宿誘致を進める。

ホストタウン（第二次登録）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

群馬県 高崎市 ポーランド
• 2015年、ワルシャワで開催した「高崎ものづくりフェア」等を契機に、2016年、リオ五輪バレーボール世界最終予選の
事前合宿を受入れ。これらの実績より、事前合宿誘致や文化交流等を進める。14言語203人が登録を行っている
「外国人観光客おもてなし通訳翻訳ボランティア」などの取組みをベースにホスピタリティー溢れるまちづくりを目指す。

埼玉県
三郷市 ギリシャ

• 大使を含め、大使館の職員が参加する「みさとシティハーフマラソン」を通じ、スポーツ交流を開始。上位入賞者には、
同国からオリーブ冠が授与されている。

• 新設される陸上競技場のオープニングイベントとして、同国との交流事業を実施する予定。陸上を中心に、事前合宿
誘致を進める。

寄居町 ブータン
• 町は、ブータンのスポーツ親善大使である為末大氏と親交があることから、同氏の仲介により、事前合宿誘致や交流
事業を行うべく交渉中。

• 本年5月、ブータンオリンピック委員会のワンチュク王子殿下御一行が来町し施設の視察や町民との交流事業を実施。

千葉県 流山市 オランダ
• 明治期に、オランダ人技師によって設計された利根運河があることから、歴史的なつながりを含め、交流を続けている。
• 2016リオ大会の公式卓球台プロバイダーに選ばれた世界的な卓球台メーカーが市内にあり、また、キッコーマン アリー
ナの竣工式に大使館やNOCの関係者が出席したこと等、様々な人脈を活用し、卓球等の事前合宿誘致を進める。

東京都

世田谷区 米国 • 2015年11月、区と米国オリンピック委員会との間で覚書を締結。2017年9月までに、詳細を定めた協定書を締結
する予定。大会終了後も継続して区民との交流事業を実施できるよう交渉していく。

青梅市 ドイツ
• 1965年、ボッパルト市と姉妹都市提携を締結。同市寄贈のブドウの木から収穫された実を使った「おうめワイン
ボッパルトの雫」の販売、青少年交流やマラソン交流など多様な分野における交流を続けている。

• 多数のオリンピアンを輩出しているカヌースラロームの聖地「御岳渓谷」を活用し、事前合宿誘致を進める。

町田市 南アフリカ • 2015年、同国のラグビーチームが強化合宿を実施。これをきっかけに、ラグビー等の事前合宿誘致を進める。
• 「ネルソン・マンデラ月間」などの同国の関連行事に合わせ、イベントを実施。

石川県 金沢市 フランス
• 1973年より、ナンシー市と姉妹都市協定を締結し、スポーツ、教育、文化など様々な分野の交流を継続。特に、交
換留学生については40年以上継続しており、教員交流や、大学生のインターンの交換なども実施している。

• 地域として盛んなトランポリン、ウェイトリフティングや新しく施設が完成する水泳の事前合宿誘致を進める。

山梨県 富士吉田
市・山梨県 フランス

• 1978年より、シャモニ・モンブラン市と姉妹都市提携を締結し、民族舞踊と日本太鼓の伝統芸能による文化交流な
どを継続。過去にFIFAワールドカップサッカー大会の事前合宿など、国内外のトップアスリートの合宿を受け入れた実績
をいかし、同国ラグビーチームの事前合宿誘致を進める。世界遺産・富士山を擁する特性をいかし、「スポーツ・ツーリズ
ム」の定着を図る。

長野県 安曇野市 オーストリア
• 1986年より、オーストリア共和国クラムザッハ町と姉妹都市交流を継続。
• 北信越国民体育大会でも利用されている龍門渕公園内前川カヌースラロームコースを活用し、オリンピック出場選手
等のデモンストレーションや、カヌー教室等を開催することにより、カヌー競技の普及と国際交流を推進する。 4



都道府県 登録
団体名

相手国
・地域 計画の特色

静岡県

静岡市 スペイン、
台湾

• 天下統一を果たした徳川家康が、スペインの難破船救援の際に、駿府城で船員と面会し帰国のための帆船の貸与を
決めるなど、同市は両国の友好を拓く歴史的舞台となった。また、台湾とは、2013年の経済ミッションから、台湾バドミ
ントン協会の強化合宿を受け入れるなど、様々な交流を実施。

• サッカーや新体操、バドミントン、ウエイトリフティングなどの事前合宿誘致を進める。

浜松市 ブラジル
• ブラジルからの移住者が多く、これまで多文化共生社会の実現に向けた取り組みを実施。2016年度には、スポーツ指
導者・ボランティアの募集・登録を行う、スポーツ人材バンクを設立。事前合宿誘致を進めるべく、ブラジルオリンピック委
員会の視察を受け入れ。また、本年４月、同パラリンピック委員会と事前合宿誘致に向けた確認書を締結。

御殿場市 台湾 • 2014年から台湾サッカー女子代表チームが市内で合宿するなど、民間レベルでのスポーツ、経済交流が盛ん。これま
での実績を生かし、事前合宿誘致を進める。

愛知県

豊橋市 ドイツ、
リトアニア

• 1991年、ドイツの自動車会社の進出をきっかけに、ヴォルフスブルグ市とパートナー協定書を締結し交流を継続。フェ
ンシング、陸上の事前合宿誘致を進める。

• リトアニアとは、2005年の愛・地球博のフレンドシップ事業をきっかけに交流を継続。同じくリトアニアとの交流を計画す
る第一次登録団体の平塚市と、プロバスケットチームとのエキシﾋﾞジョンマッチやスポーツ交流を行うなど、都市間で連
携することを合意済。

稲沢市 ギリシャ
• かつて古代オリンピックが行われたオリンピア市と、日本で唯一かつ世界で初めて姉妹都市連携を締結。長野冬季大
会及び、アテネ大会以降の夏季大会開催ごとに、市内中学生が、オリンピア市を訪問し、聖火リレーに参加。2020
大会で、選手等と交流できるよう調整を進める。

滋賀県

滋賀県・
大津市 デンマーク

• 琵琶湖を生かした湖上スポーツを切り口に、地域活性化や滋賀県・大津市の魅力発信を図る。
• 2005年、ボートの世界選手権の際、同国の事前合宿を琵琶湖で実施した実績をもとに、ボートを中心に事前合宿
誘致を進める。

米原市・
滋賀県

ニュージー
ランド

• 本年5月、同国に進出した市内の企業と国際交流関係構築に向け合意。
• 同市の伊吹地域は、1981年の国体時にホッケー会場となり、以来多くのオリンピアン・代表選手を輩出。「ホッケーの
まち」として、米原市のスポーツを中心としたまちづくりを進めるため、同国への留学プログラム等の国際交流を開始する
ほか、ホッケー競技の事前合宿誘致を進める。

京都府
舞鶴市 ウズベキ

スタン

• 第二次大戦後、同国に抑留された日本人は同国を代表する首都タシケントのナヴォイ劇場建設等に従事したが、そ
の勤勉な仕事ぶりや、後の大地震で全く被害がなかったことなどから、同国には親日感情を持つ者が多い。

• 舞鶴市には、多くの引揚者を受け入れた舞鶴港や2015年ユネスコの世界記憶遺産を所蔵する「舞鶴引揚記念
館」があるなど引き揚げを通じ同国と深い縁がある。同市は、2015年の全校高校総体レスリングが開催されたことを
契機に、レスリングを通じた地域活性化を目指しており、この一環として同国との交流と事前合宿誘致を進める。

大山崎町 スイス • オリンピアンの太田雄貴選手がジュニア時代に所属していたクラブがあるなどフェンシングが盛んな土地柄。地元フェンシ
ング協会のつながりから、両国の地域クラブ間の交流を重ねることなどを通じ、スイスの同競技の事前合宿誘致を推進。5



都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

兵庫県

兵庫県・
姫路市 フランス

• 兵庫県では、4県と友好提携を締結し、姫路市では、姫路城とシャンティ城が姉妹提携するなど、相互交
流事業を継続。姫路市出身の柔道家「川石酒造之助」はフランス柔道の礎を築いたことから「フランス柔道
の父」と呼ばれており、特に、柔道交流団の相互派遣等で、アヴェロン県との交流が盛ん。兵庫県では、全
国で唯一、同国に事務所を設置しており、その機動力を生かし、柔道の事前合宿誘致を進める。

豊岡市 モンゴル
• 本市但東町が絹織物産地であったことから、1980年代より「但東シルクロード計画」を推進。モンゴルの特
定遊牧地域との草の根交流から幅広い交流を展開してきており、市内には国内唯一の「日本・モンゴル民
族博物館」を開館。市内の元ボクシングチャンピオンのアドバイスも得ながら、事前合宿誘致を進める。

奈良県

奈良市 オーストラリア • 2016年、姉妹都市であるキャンベラを通して、リオ五輪女子サッカーアジア予選の事前合宿を実施。
• 女子サッカーを中心に、事前合宿誘致を進める。

大和郡山市
奈良県 シンガポール • 2014年アジア大会において、同国水泳大会チームが事前合宿を行った実績をもとに、水泳の事前合宿

誘致を進める。

天理市 フランス
• 「フランス柔道育ての親」と言われ、同国最高勲章を受章した粟津正蔵師範の存在や、柔道強豪校とし
て実績のある天理大学では、フランス国の柔道関係者が定期的に研修を実施。この実績をもとに、柔道の
事前合宿誘致を進める。

和歌山県

和歌山県・
和歌山市

オーストラリア、
カナダ

• オーストラリア陸上代表チームと2020年の事前合宿について合意。また、同県田辺市に所在する陸上競
技場がパラリンピックのＮＴＣに指定されたことから、パラ陸上の聖地として障がい者スポーツの振興を図る。

• カナダ競泳代表チームについても、2018年のパンパシフィック水泳選手権及び2020年東京大会の事前
合宿を行うことについて合意。合宿期間中に選手等による水泳教室などを実施。

和歌山県・
那智勝浦町・
串本町

トルコ
• 1890年のトルコ軍艦「エルトゥールル号」遭難事故を契機に、トルコとは歴史的に深い絆で結ばれており、
串本町と、メルシン市、ヤカケント町は姉妹都市提携を締結するなど、これまでも多数の国際交流を実施。
2020年は、同事故から130年の節目であり、これらを縁とし、事前合宿誘致を進める。

島根県

松江市 アイルランド
• 小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の縁で、これまで20年以上にわたり交流を実施。また、2007年大阪世
界陸上、2008年北京大会で、陸上選手団の事前合宿を受け入れた実績より、陸上の事前合宿誘致を
進める。

邑南町 フィンランド
• 町民の誰もが幸せに暮らせる、幸せと感じていただけるまちづくり、地域づくりの基底となり得るユニバーサルな
意識を醸成し確実に後世に残していく上で、町の進める施策と近い考え方を持っている国、フィンランドとの
交流を実現するため、ゴールボールの事前合宿誘致を進める。

山口県 山口県・
山口市 スペイン

• 県市それぞれが姉妹都市提携を締結している。また、スペインから招聘している国際交流員を活用し、ス
ポーツボランティア向けのスペイン語講座等の育成事業を実施しながら、水泳、ゴルフ等の事前合宿を進め
る。2015年に開催された「世界スカウトジャンボリー」において大会史上初めて県内すべての市町において
学校訪問等を実施。この実績を生かし、県民との交流事業やボランティアの育成を実施。
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都道府県 登録団体名 相手国・地域 計画の特色

山口県 防府市 セルビア
• 同市は、高校で全国レベルの強豪校を複数有するなど、バレーボールが盛んな土地柄。同市出身の元駐
セルビア大使の協力を得て、合宿誘致を進めた結果、セルビア男女バレーボールチームの事前合宿を行う
ことについて競技連盟と合意。

香川県 香川県
ブラジル、デン
マーク、エストニ
ア、フィンランド、
ノルウェー

• 2015年世界陸上など、多くの事前合宿の受入実績がある。また、２つの県人会とは深い交流があり、香
川県からブラジルへの移住者数は、100年超の交流の歴史の中で約7,800人を数えるとともに、ブラジル
でのイベントへ県産品を提供するなど、県のPRにともに取り組んでいる。

• これらの実績等を元に、陸上やカヌーを中心に事前合宿誘致を進める。

高知県 高知県 オランダ、
シンガポール

• 2009年、オランダのウェストラント市と友好園芸農業協定を締結。このつながりを生かし、同市在住のセー
リング代表選手を招待し、県民との交流を実施。

• 高知県シンガポール事務所や同国県人会の交流などを元に、バドミントンなどの事前合宿誘致を進める。

福岡県

田川市 ドイツ • ドイツとは炭鉱の産業遺産があるという共通点。これまでスポーツ少年団の受入を行った経緯もあることか
ら、ウィルチェアーラグビーなどの事前キャンプ誘致などドイツとの交流を進める。

宗像市 ブルガリア
• 毎年、市内で行われている新体操の大会には、ブルガリアの有力クラブチームが出場。その際、チームの選
手が市内の小学校を訪問し交流を行っており、2022年度までに全小学校で実施する予定。こうした縁を
きっかけに、新体操などの事前合宿誘致を進める。

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

• 長崎県とベトナムとは、17世紀から朱印船貿易による交流など、歴史的つながりが存在。
• 2020年大会の事前合宿に先立ち、2017年から交流を兼ねたトレーニングを実施する予定。本年設立
したスポーツコミッションと連携し、国内外から注目されるスポーツキャンプ等の拠点づくりに取り組む。

• 2014年の長崎国体に携わったボランティアが、県内で開催される他のスポーツイベントにも継続的に関
わっており、これらのノウハウをホストタウンの交流にも活用。

大分県

大分県 ニュージーランド • ロトルア市と別府市の姉妹友好・国際協力都市の締結の効果を最大化するため、交流実績や人脈等を
活用し、陸上競技などの事前合宿誘致を進める。

大分県、大分市
ポルトガル、ロ
シア、イタリア、

米国

• 古くから交流の歴史があり、姉妹都市交流も行われているポルトガルについては、2015年世界陸上の事
前合宿を受け入れた実績もあり、陸上の事前合宿誘致を進める。

• 2016年3月に韓国で開催されたフェンシングワールドカップグランプリ大会の事前合宿として8か国100名
程度の選手団を受け入れた実績や、市出身のフェンシング関係者の人脈を生かし、ロシア、イタリア、米国
のフェンシングチームの事前合宿誘致を進める。

宮崎県 宮崎県、宮崎市、
西都市 イタリア

• 宮崎県西都市は16世紀末の天正遣欧少年使節の主席正使であった伊東マンショの生誕の地であること
から、県や西都市ではこれまでイタリアと交流事業を実施。

• この交流を基盤に、事前合宿や国際大会参加アスリート等との交流事業を検討。
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都道府県 登録
団体名 相手国・地域 変更の内容

福岡県 福岡県、福岡市 スウェーデン • 事業主体に福岡市を追加。

佐賀県 佐賀県
オランダ、

ニュージーランド、
フィジー

• 相手国・地域を追加し、新たに以下の取組を行う。
 2015年世界陸上においてニュージーランドの事前合宿を受け入れた実績や県内に在住
するフィジー出身のラグビー選手のつながりを通じた同国ラグビーチームとのスポーツ交流実
績を生かし、それぞれの国からの事前合宿誘致を進めると共に、大会を契機に文化・人材
分野での交流も展開。

宮崎県 宮崎県、宮崎市、
延岡市、小林市 ドイツ • JETプログラムによる国際交流員が活動している小林市を追加。

◆登録内容に変更のあった既登録団体

※下線部が変更のあった内容
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