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国名:韓国
都市名:大邱広域市寿
城区

位置：韓国南東部
面積：76.5ｋ㎡
人口：約46万人
大邱広域市における「行政・金融・教
育」の中心地

1915(大正5)年に、旧加納町長である水崎林太郎氏が現在の大
邱広域市に渡り、地域の融和と発展に貢献した縁により、民
間交流が始まった。
・教育交流

国名:中国
都市名:宝鶏市

位置：陝西省西部
面積：18,175ｋ㎡
人口：約374万人
中国陝西省第2の都市であり、中国西
北地域の交通の要衝

1986（昭和61）年頃より民間交流が行われており、2012（平
成24）年に民間交流の促進等についての「友好交流備忘録」
を取り交わした。

国・地域名:台湾
都市名:新北市

位置：台湾西北部
面積：2,053㎢
人口：約396万人
台湾の首都台北市の近郊を囲む衛星都
市

2013（平成25）年に岐阜市訪問団が訪問し、相互に観光資源
を紹介した。観光分野における交流の促進についての「観光
推進協力宣言」に調印した。

国名：スロバキア
都市名：ブラチスラバ
市

位置：中央ヨーロッパ、スロバキアの
西端部
面積：約367.6㎢
人口：約43万人
スロバキアの首都

東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向け、参加国
等との相互交流を図るホストタウンに、2016(平成28)年、ス
ロバキアを相手国として登録された。
・ホストタウン交流

国名：フランス
都市名：コルマール市

フランスとドイツの国境に近いアルザ
ス州オ・ラン県に位置するコルマール
市は、木製の骨組みとパステルカラー
の土壁で造られたこの地方特有の建物
や石畳の道など、中世からルネッサン
ス時代の伝統的な街並みが残る美しい
街です。

平成26年4月に飛騨地酒ツーリズム協議会とフランスのアルザ
スワイン委員会が友好提携宣言書に調印したことをきっかけ
に、コルマール市及びコルマール都市圏共同体より、双方の
経済発展を目的とした経済及び観光協力協定を締結したいと
いう申し出がありました。その後、協議を重ね、平成26年11
月7日にコルマール市において経済・観光協力協定を締結しま
した。
・コルマール国際観光旅行博への出展事業
・市民海外派遣事業

国名：ベトナム
都市名：フエ市

フエ市は、人口35万人で、ベトナム中
部にあるトゥアティエン＝フエ省の省
都です。フエ市は、19世紀から20世紀
にかけてベトナムに存在した阮（グエ
ン）朝の首都として栄え、は阮朝時代
の王宮、皇帝廟、仏教寺院及び遺跡が
多数残されています。

平成28年5月に、高山市長が岐阜県知事とともにベトナムを訪
問し、文化スポーツ観光大臣と面談した際、大臣がトゥア
ティエン＝フエ省出身で、フエ市には高山市と同様に伝統文
化が残っていることから、交流をすることについて提案があ
りました。これを受け、両市が様々な交流を重ねる中で、平
成30年7月に、相互に利益をもたらす関係を積極的に推進する
とともに、両地域の特色を尊重し、観光、文化、教育、貿
易、農業に関する分野において協力することを目的に、友好
協力関係の覚書を締結しました。
・フエ市訪問

国名：ラオス
都市名：ルアンパバー
ン市

ルアンパバーン市は、ラオス人民民主
共和国のルアンパバーン県に位置し、
かつてはランサン王国（14世紀18世
紀）の王都でした。市内には、1560年
にセティラート王によって王家の菩提
寺として建立された美しいワット・
シェントーンをはじめとする寺院が立
ち並び、その美しい町並みは、歴史
的・文化的遺跡保護の観点から、1995
年にユネスコ世界文化遺産に登録され
ました。

ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）の招へいにより、ル
アンパバーン県副知事をはじめとする行政関係者らが来訪
し、当市の町並み保全や観光振興策を視察しました。それ以
降、ＪＩＣＡが行うルアンパバーン地域開発情報収集・確認
調査事業に当市も参画し、ルアンパバーンに対する理解を深
める中で、ルアンパバーン郡（当時）との交流のあり方につ
いて協議を重ねてきました。
・ルアンパバーン市訪問
・公式訪問団の受入れ

中津川市

国名：タイ
地域名：ウドンター
ニー県

バンコクから北北東へ約560㎞、隣国
ラオスの首都へは北に約70㎞にある
村。気候は年間を通じて温かく、4月
中旬から10月ごろは雨季で時間によっ
ては激しい雨（スコール）が降る。

中津川市青年会議所の事業として始まり、現地の教育委員会
の方たちの協力のもと実施している
・令和元年8月7日▶12日派遣
・38名（中学生24名、一般：14名）
・ホームステイや文化交流を実施する

（２）県内自治体の外国都市との友好交流

岐阜市

高山市
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恵那市 国名:モンゴル

位置:東アジア北部
面積:1,565,000ｋ㎡
人口:約287万1千人
首都:ウランバートル

上矢作町は、モンゴル国との友好・交流を「町おこし事業」
の基幹に据え文化交流を続けている。
1997年から2006年までの10年間、上矢作町立上矢作中学校
（現：恵那市立）の3年生全員でモンゴル研修事業を実施。
2001年からはモンゴル国から中学生を招くホームステイ事業
実施（現在に至る）。
･ホームステイ受け入れ事業

各務原市

国名:アメリカ
都市名:カリフォルニ
ア州
セリトス市

カリフォルニア州にあり、ロサンゼル
ス市の中心部から40分の場所に位置す
る公園都市。面積は22.94平方キロ
メートル。人口は約53,000人。全米で
最も多様な少数民族系市民の集まる都
市。

平成13年、ＡＢＣ総合学校区教育委員会（事務局セリトス
市）と「姉妹教育交流協定」を締結
セリトス市高校生交流団受入事業

可児市

国名：オーストラリア
都市名：クイーンズラ
ンド州
レッドランド市

面積：537.1 km
人口148,641人(2014時点)
世界で２番目に大きい砂島ノーススト
ラドブローク島を有する。ブリスベ
ン、ゴールドコーストへは車で１時間
程度の距離。

Ｈ24年度より両市の学生がスカイプ中継で交流。両市で訪問
団受入れを何度か行い、Ｈ27教育及び文化における相互協力
に関する協定を結んだ。
・中高生の派遣事業
・訪問団受入れ事業

国名:ブラジル
ブラジル県人会

位置:南米大陸851万1965㎡
人口:約1億5708万人
北部:年中多雨高温
中央部:年中高温少雨熱帯サバンナ
南部:湿潤温帯気候
言語:ポルトガル語

旧下呂町が故細江医学博士をはじめとしたブラジルとの絆を
後世に継承する為に、平成7年7月の中学生派遣から始まっ
た。

国名:ブラジル
都市名:サンパウロ州
サレゾポリス市

位置:サレゾロポリス市北東90㎞人口:
約2万2千人(日系移住者約500人)

旧小坂町と姉妹都市提携。合併により下呂市となったが、再
提携はしていない。

国名:カナダ
都市名:アルバータ州
ボンアコード市

位置:エドモントン北13㎞
人口:1,532人
農業と牧畜主体
英語･フランス語

ボーンアコード市とは、平成17年小坂中学校修学旅行先とし
て交流が続き、平成18年から平成22年までに、計5回中学生を
派遣し、1回受入れを行ったが、現在派遣事業等の交流は相手
国の経済状況等により休止している。

国名:韓国
都市名:儒城(ユソン)
区

位置:忠清南道・大田市の中心から北
西に10㎞、ソウルから2時間。大田は
韓国のほぼ中央に位置しており、温泉
で有名。

1994年7月、下呂温泉で開かれた日韓温泉文化協会において、
姉妹提携の話が浮上。1997年2月18日に儒城温泉観光振興協議
会と下呂温泉観光協会との間で友好提携が結ばれた。

安八町
国名：オーストラリア
都市名：ニューサウス
ウェールズ州

英語共育の一環とし行う。 2010年より英語教育のため現地研修をしている。

岐南町
国・地域名：台湾
都市名：宜蘭縣三星郷

人口約2万千人
面積122ｋ㎡。
宜蘭縣西部、蘭陽平原西端に位置して
いる。農業が盛んである。

Ｈ28年度、台湾の日本統治時代に造られた鉄道駅者跡地があ
り、また、岐南町と同じねぎの生産が有名なことから、友好
交流を目指す覚書が交わされた。

輪之内町
国名：カナダ
地域名：アルバータ州
ヒントン市

中学生の海外研修の派遣及び、受入 コロナウイルス感染防止のため休止。

下呂市
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国名：フィリピン
都市名：バタンガス州
サントトマス市

位置：フィリピン北部
人口：約18万人
面積：約95.41ｋ㎡
日系企業が集まる工業団地がある。
2019年にはより大きな「市」となっ
た。

海外からの観光誘客や企業の海外進出、海外との貿易を促進
することを目的とし、揖斐川町にゆかりのある企業の工場が
サントトマス市にあることなどから交流が始まった。
・平成30年度に引き続きサントトマス市役所訪問を行い、観
光・文化・教育・貿易・農業等の分野における揖斐川町との
交流や来町についての意見交換を市長らと行った。

国名：アメリカ
都市名：ユタ州
セントジョージ市

人口約７万人、面積約168㎢のユタ州
南西部の主要都市。
冷涼な山岳地帯と赤い岩の絶壁に囲ま
れた半乾燥の砂漠地帯。
市民の多くがモルモン教徒。

いびがわマラソン開始当初から国外とのマラソン交流事業を
模索していたところ、県からの紹介により交流が始まった。
平成2年から現在に至るまで継続している。
10月に開催されるセントジョージマラソンへ前年度いびがわ
マラソン成績優秀者を派遣する。
11月に開催されるいびがわマラソンに派遣されるセント
ジョージマラソン成績優秀者の受入する。

国名：リトアニア
都市名：カウナス

リトアニアのほぼ中央に位置し、面積
は約157㎢で人口は292,691人
(2016年12月末現在)

Ｈ28年7月に「カウナス市と八百津町の友好交流に関する合意
書」、Ｒ1年2月に「カウナス市と八百津町の協力合意」を交
わした。中学生の海外派遣研修でのカウナス市訪問、フォー
クダンス団体の八百津公演を実施するなど交流を深めてい
る。
・中学生の海外派遣事業
・カウナス市で開催されたスギハラウィークへの参加
・カウナス工科大学フォークダンス部「ネムナス」によるコ
ンサート

国名：イスラエル
都市名：ネタニア

イスラエルの中央に位置し、面積は
28.5㎢で人口は183,200人
(2009年現在)

Ｒ1年2月に友好関係及び協力関係の向上を目的に「八百津町
とネタニア市の基本合意書」を交わした。イスラエル在住の
元八百津町国際交流員を通して情報交換をしている。

国名:スペイン
都市名:サラマンカ市

面積　38.6ｋ㎡
人口　約155,000人

パイプオルガン事業

国名:中国
都市名:吉林省松原市

面積　20,159ｋ㎡
人口　約281万人

分村遺族会の交流

白川村

国名：フランス
都市名：アルザス地方
オーラン県リクヴィル
村

フランス"最も美しい村"に指定され、
世界遺産を有する小さいな村である。
人口約1200人、年間約200万観光客が
訪れる。

・Ｈ26年に「友好協力推進宣言書」を締結し、人口規模、観
光入込客数、世界遺産保有地など本村と類似点が多いリク
ヴィル村との交流を通して、特に観光面、産業面について視
察する
・Ｈ29年9月1～7日にリクヴィル村への視察交流を行い、アル
ザスオークイベントに参加した。

白川町

揖斐川町

八百津町
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