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Ⅴ 政令指定都市等ヒアリング調査 

他都市における国際化施策の状況ならびに札幌市の強み・弱みを外部の視点から把握する

ため、政令市等へのヒアリング調査を行った。ヒアリング調査は、政令指定都市等のうち特

徴的な国際化施策に取り組んでいると思われる 9 都市を対象に行い、必要に応じて、政令

指定都市が位置する都道府県や各都市の国際交流関係団体に対しても実施した。

図表 5-1 政令指定都市等ヒアリング先 

市名 訪問先 訪問日

横浜市

①横浜市 都市経営局 国際政策室 国際政策課

①横浜市 経済観光局 成長戦略推進部 誘致推進課

②公益財団法人 横浜市国際交流協会（YOKE：ヨーク）

③アジア太平洋都市間協力ネットワーク（ CITY NET）

2011 年 2 月 22 日

川崎市
①川崎市 総務局 総務部 交流推進課

①川崎市 市民・子ども局 人権・男女共同参画室
2011 年 2 月 22 日

新潟市
①新潟市 経済・国際部 国際課

②公益財団法人 環日本海経済研究所（ERINA）
2011 年 1 月 6 日

京都市
①京都市 総合企画局 国際化推進室

②財団法人 京都市国際交流協会
2011 年 2 月 18 日

大阪市
①大阪市 政策企画室 秘書部 国際交流企画担当

①財団法人 大阪国際交流センター
2011 年 2 月 17 日

神戸市
①神戸市 市長室 国際交流推進部

②公益財団法人 神戸国際協力交流センター
2011 年 2 月 17 日

北九州市
①北九州市 企画文化局 国際部 国際政策課

②東アジア経済交流推進機構
2011 年 1 月 31 日

福岡市

①福岡市 総務企画局  国際部 国際課

②財団法人福岡アジア都市研究所

③福岡県 新社会推進部 国際交流局 交流第一課

2011 年 2 月 1 日

武蔵野市
①武蔵野市環境生活部交流事業課

②公益財団法人武蔵野市国際交流協会（MIA）
2011 年 2 月 23 日
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１．横浜市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
3,689,603 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
78,889 人（上記に対する割合 2.1%）

（１）当該都市の特徴 

横浜市は、古くから外国人の多く住む街としての歴史を持っている。国際貿易港を持ち、

「国際都市ヨコハマ」のイメージが強い。羽田空港へのアクセスもよく、大型コンベンショ

ンの誘致などにも積極的に取り組んでいる。

一方、海外における知名度の低さを課題と捉えており、日本国内での地方都市の台頭（温

泉・スキーなどを活かしたセールスなど）を脅威と考えている。

（２）国際化推進計画 

平成 18 年 3 月に姉妹都市、姉妹港、パートナー都市に関する指針として「海外諸都市と

の都市間交流指針」を策定。その後、平成 19 年 3 月に外国人が安心して暮らせるまちづく

りに関する指針として「ヨコハマ国際まちづくり指針」を策定した。これら 2 つの指針を

合わせ、より実践的な戦略を策定することを目的として、平成 21 年 4 月に「国際都市戦略」

を作成した。

「国際都市戦略」は、国際化

に関係する部署がすべて入り

（庁内連携参照）、国際政策室

が国際化の全体事業方向性を

とりまとめる形で策定された。

他の部署をどう巻き込むか

は課題であったが、「国際都市

戦略」策定の際は、副市長が座

長となり審議会を設置した。そ

の下に、ワーキンググループと

して課長会を月 1 回程度開催

された。SWOT 分析を行い、

その上で何ができるのかをブ

レーンストーミング的に出し

て整理した。外部有識者会議な

どは行わずに策定した。

SWOT分析で「在住外国人

の増加」が脅威に位置づけてい

図表 5-2 横浜市国際都市戦略に含まれる SWOT 分析結果
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るのは、議論があったが、外国人が増加することに対する施策実施が否応なく必要になると

いう観点からである。

「国際都市戦略」は、フォローアップや評価の仕組みまでは議論していない。中期計画の

中に、個々の内容は盛り込まれるので、中期計画の評価を代用したいと考えている。

（３）国際交流 

国際交流については、現在、上海、リヨンとの交流が活発となっている。予算の関係上、

上海市の期待に応えられていないなど十分でない部分がある。

パートナー都市交流は、期限とテーマを限定した交流事業であり、予算をつけやすいとい

うメリットがある。今後は 2 都市間の交流だけでなく、横浜が基点となり他都市も加えた

相互交流を、テーマと期限を限った形で増やしていきたい。

（４）国際ネットワーク 

現在、国際機関として、国際熱帯木材機関（ITTO）、国連世界食糧計画（WFP）日本事

務所、国連食糧農業機関（FAO）日本事務所、国際連合大学高等研究所（UNU-IAS）があ

る。ITTO を誘致したのは 1986 年。みなとみらいの活性化につなげたいとの狙いで外務省

に相談したのがきっかけである。

アジア太平洋都市間協力ネットワークについては、「関係団体」の項目で記載。

（５）経済交流 

企業誘致、ポートセールスなどが中心である。

（６）観光 PR 

ヨーロッパについては個人旅行が主流であるが、アジアについてはまだ代理店の影響が強

い。上海万博では、横浜ウィークとして代理店への PR 及び企業誘致 PR を併せて行った。

（７）外国人生活 

外国人への情報提供として「国際交流ラウンジ」を開設している。区からの委託で市内 8
カ所に設置している。

（８）庁内連携 

国際化に関連する部署としては、国際政策室、文化振興部、経済観光局の誘致推進課（企

業誘致）とコンベンション振興課、港湾経営部（ポートセールス）などがある。また、APEC
開発推進部も設置されていた。
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国際政策室の役割は、①姉妹都市など国際交流、②多文化共生、③国際協力（JICA 研修

事業など）がある。うち多文化共生は、関係部署と年 6 回程度課長会議を実施。国際協力

は、研修事業ができたところで必要に応じて実施している。

（９）関係団体 

公益財団法人横浜市国際交流協会（YOKE） 

横浜市における多文化共生のまちづくりの実行組織、中間支援組織として横浜市へ側面的

支援を行っている。市と協約を結んでおり、そこでもコーディネータとしての役割が期待さ

れているところである。国際交流ラウンジは、現在市内に 8 カ所（青葉区、金沢区、港南

区、港北区、都筑区、中区、保土ケ谷区、南区）が設置されている。基本は地域で運営され

ているが、「なか国際交流ラウンジ」は直営している（新しくできる鶴見区、伏見区も協会

運営）。ラウンジに専門的な相談、深刻な相談が寄せられるようになってきており、そうい

った相談には YOKE 本体で対応することとなっている。英語、中国語、スペイン語で常時

対応できるようになっている。

当初は交流事業の実施からスタートしたが、現在交流事業はほとんど行っていない。

留学生支援として、「横浜市国際学生会館」の管理運営を任されている。留学生に住居を

提供するとともに、留学生と市民の交流、留学生の就職支援などを行う。

アジア太平洋都市間協力ネットワーク（CITY NET） 

CITY NETは 1987 年に設置された非営利の国際組織である。技術や情報の交換を通じて

よりよい都市づくりに向けた国際協力を推進している。

会員は、正会員 75 都市、準会員 43 団体及び都市、その他 2 会員となっている。会員は

地方自治体、NGO など組織、民間企業（フランス：ヴェオリア社）、名誉個人会員という

区分になっている。フィリピンやモンゴルなど一部の国から参加したい地方自治体が非常に

多くなってしまった経緯があり、バランスを考慮し、各国の都市連盟を入れている。NGO
が入っていることが特徴的であるといえる。正会員と準会員の割合は 6:4 を最低としている。

課題として、リソースシティが日本と韓国だけである点がある。日本の自治体は協力の志

向が低く、横浜以外に参加がない。日本の都市を増やしたいという希望はある。一方、韓国

は協力を利用していこうという志向が強く、CITY NETのつながりをうまく利用している。

なお、次回から事務局がソウルに移ることが内定している。

台湾の都市と中国の都市が両方入っていることも特徴である。ただし、台湾の都市が会員

になった際、中国の都市が抜けたという事例もある。

横浜市にとってのメリットとしては、①職員のキャパビル、②都市としてのステイタス、

③都市間のネットワーク利用にも有利、という点があげられる。

会費は、国の GNP と人口によって決定する。最高は 1 万ドル。準会員の会費が安いので

もっと上げるべきではという議論はある。
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事務所経費は会費、横浜市からの補助金、国連からの補助金によってまかなわれている。

予算額は 70 万ドル。そのうち 60%が運営費、40%がプログラム実施費用。運営費のうち

80%が職員人件費。

クラスターと呼ばれる主要活動分野を 4 年に 1 度決定し、各都市はいずれかに籍を置く。

各クラスターにはリーダー都市が設置され、リーダーが運営を行う。

図表 5-3 アジア太平洋都市間協力ネットワーク（CITY NET）の概要

開 始 年 1987 年（昭和 62 年）

テーマ・目的 アジア太平洋地域の都市間による国際協力を目指す。

中 心 団 体 事務局：横浜市（2011 年以降はソウル市に移行予定）

開 催 頻 度 実行委員会（毎年）、総会（4 年ごと・持ち回り）

参 加 都 市 23 カ国 118 都市・団体（正会員 75 都市、準会員 43 団体及び都市）

予 算 額 32,216 千円

備 考 研修生受け入れ、セミナー、ワークショップなどを実施

U R L http://www.citynet-ap.org/ja/ 

（１１）コメント 

・副市長による審議会の設置は、庁内連携を図る上で、有効なやり方である。具体的な事業

実施は、各担当部局に分かれるのは仕方ない部分があるが、大きな方向性を定める上では、

一段高いレベルでの協議が必要とされる。

・国際交流ラウンジは、外国人数が増加してきた場合、必要になってくると考えられる。将

来的な検討事項として留意しておく必要がある。
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２．川崎市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
1,425,678 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
31,468 人（上記に対する割合 2.2%）

（１）当該都市の特徴 

川崎市は、古くから外国人の多く住む街としての歴史を持っている。かつて、公害を克服

した経験を世界に発信しようと環境都市として取り組みを進めているところである。

東京に隣接している点、羽田空港と結ばれている点といった地理的な優位性を持っている。

一方、あまりにも近接していることから川崎のオリジナリティが出せない、そもそもの知名

度の不足、観光都市ではないなどの弱みを持つ。

（２）国際化推進計画 

過去に大綱を作成した経験を持つが、現在は効力を有していない。現在、庁内再編に伴い

国際化に関する計画策定を見込んでいるが、具体的なスケジュール等は未定である。

（３）国際交流 

姉妹都市交流は 8 都市。文化・芸術交流がメイン。変わったところでは、ボルチモア（ア

メリカ）はボーイスカウトの交流を積極的に実施。教員の交換も行っていた（現在は停止中）。

瀋陽（中国）は、経済・環境での交流。特に環境に力を入れている。ウーロンゴン（オース

トラリア）は大学生の交換 3 名を実施。富川（韓国）は職員交換 1 名ずつを実施。ザルツ

ブルク（ドイツ）、リューベック（イギリス）は関係が薄い。シェフィールド（イギリス）

は関係が薄かったが周年事業を契機として、経済団体の日本訪問やコンサートの実施など動

きが活発になってきた。

現在、10 年に一度の周年事業を実施（札幌は 5 年）。韓国の市民団体などは積極的なので

5 年にしてほしいとの要望もあるが、負担が過大になるので現在の頻度で実施している。

市民交流中心か実利を取るかの議論は川崎市でもある。そもそも姉妹都市の認知度が高く

ないという課題もある。周年事業でのコンサートなどで認知度をあげているところ。予算は

都市によって異なるが、シェフィールドは市長を含めた数名であったので、予算は少なかっ

た。一方、ボルチモアは音大の派遣など、瀋陽はイベントへの参加などであったので比較的

大きな予算確保を行った。

今後は相手都市のニーズ、川崎市から期待することを明確にし、儀礼的でないものを進め

たい。

職員相互派遣を韓国と実施。公募で職員を募集。派遣された本人が戻った後、国際部に配

属される例はいままでないが、経験を生かして多文化保育を担ったり、図書館での大人向け
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多文化理解推進などを担っている。費用対効果として議会から指摘を受けるが、一方で拡大

すべき（瀋陽など）という意見もある。

（４）国際ネットワーク 

現在、特に国際ネットワークを持つということはない。

（５）経済交流 

経済交流については、庁内別部署が実施。

環境を生かした交流を進めていきたいと考えており、2009 年に環境省などと連携し、「日

本国環境省と中国環境保護部による川崎市及び瀋陽市の環境にやさしい都市の構築に係る

協力に関する覚書」なども締結されたところである。

（６）観光 PR 

川崎市は観光都市ではないので、あまり重点になっていない。シティプロモーションに関

しては、羽田国際化もあり積極的に行っていこうと羽田空港内のブースでの PR ビデオ上映

を始めたところ。ロケ地誘致なども進め始めているところである。

（７）外国人生活 

川崎は古くから外国人が多く住んでいることもあり、多文化共生に関する意識は高い。ヨ

ーロッパでの外国人参加の仕組みを参考としながら検討委員会を実施していた。平成 8 年

から公募委員 26 名による代表者会議を実施し、2 年ごとに市に対する提言書をまとめてい

ただいているところである。年に 4 回（1 回当たり 2 日間）の会議を実施する。提言は市長

に提出され、提言に対する対応課が決められ、その後進捗状況について報告する義務を負う。

条例化されているのは、市長交代により方針が変わらないようにするという意識が働いてい

るからである。

代表者会議の成果としては、住

宅条例・住宅支援や情報コーナー

の設置などがあげられる。出入国

の緩和など川崎市だけではできな

い提言もあるが、国への要望など

の形で成果としている。代表者会

議には、社会部会と教育部会の 2
部会があり、委員長、副委員長及

び 2 名の部会長で提言の方向性を

ある程度まとめながら進めている。

図表 5-4 外国人市民代表者会議の様子

出典：川崎市 HP
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実際の相談事業は国際交流課が担当。相談と交流の 2 つを所管。

指針を 5 名の有識者委員と 2 名の市民委員で作成。事業進捗についてコメントが出され

る。直近で課題とされているのが、国際交流協会の活動内容充実と外国人教育である。国際

交流協会に対しては、医療通訳の充実に力点がある。ただし、協会自体には専門性がなく、

保健福祉系の団体と組まなければならない点で難しいところはある。県のシステムはあるが

横浜中心。川崎へのサテライト機能を期待するところである。

外国人教育については保護者支援、中学生支援に力点がある。

市民との交流は、教育委員会での取り組みの中で実施しているものが多い。「違いを認め

あう教育」を推進するということで、講師派遣事業などを行っている。

（８）庁内連携 

現在は、対外国の窓口としての国際交流課、外国人住民のための人権課、その他経済部、

環境部、港湾部、水道部と別々の対応。ただし、来年度は国際交流課を昇格させて国際調整

室をつくり、窓口一本化を目指す。経済部と環境部の国際関係も兼務ではあるが室に位置づ

けられる。

経済部は経済部として経済協定を別に結んでおり、庁内での調整がどこまで可能かは未知

数なところがある。

現在、瀋陽 30 周年事業に向けて、経済部、環境部、交流推進課、文化が集まり定例会議

を行っているが、あくまで周年事業のためだけの集まりである。

（９）関係団体 

国際交流協会が実際の対応を担う。国際交流協会は、国際センターの指定管理者であり、

両方に交流推進課から補助を出している。

（１０）コメント 

・代表者会議による提言とその対応策・進捗状況報告は参考とすべき点であるといえる。多

文化共生というなかなか成果が現れにくい事業であるが、それ故に進捗状況を確認してい

く仕組みが必要と考える。

・英語の相談員を毎日置くなど、相談事業を充実している印象を受ける。これも代表者会議

による効果といえる。

・庁内連携に関しては、ある意味、札幌市と同じ課題を持っているといえる。国際交流と経

済交流という元が別々に発生した案件をどのように調整するかに苦慮している印象を受

けた。
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３．新潟市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
812,192 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
4,653 人（上記に対する割合 0.6%）

（１）新潟市国際化推進大綱 

＜推進状況＞

新潟市は大綱の中に数値目標は掲げていないので、一概に達成度を測ることは難しい。

その成果として挙げられるのは、中国総領事館の誘致であり、17 名のスタッフを置く、

東京、大阪に次ぐ規模となっている。ただし、昨年（平成 22 年）の尖閣諸島問題で右翼が

大挙して街宣活動を行い、周辺住民から総領事館の存在を否定する声も見られた。

問題としては環日本海フェリー三角航路事業が頓挫したことである。民間主体だが、市と

しても積極的に応援していた。頓挫の原因としては、集荷量が少なく、経済的に成り立たな

かったことが挙げられる。

＜新潟市の優位性＞

ロシア極東との距離的な近さがメリットとして挙げられる。また、ウラジオ、ハバロフス

ク、ハルビン（中国）など日本に他空港からアクセスできない地域とのネットワークがある

ことが大事である。

日本海側の拠点港湾（国土交通省が 1 港を選定する予定）になる可能性がある。政令市

になり、市が港湾管理者になる予定である。

＜新潟市の課題＞

ロシアの航空路線が成田空港に移動している。今年度は市と県が再開のための予算を計上

したので、3 月までの期限付き再開（ウラジオ、ハバロフスク共に週 1 便）をしているが、

今後は不明である。また週 1 便では利便性が低く、乗客拡大は難しい。

隔年実施する市民アンケートで、市役所が取り組む課題を選択（複数回答）してもらって

いるが、常に国際活動への期待は小さい。特に近年の経済状況の悪化で、市民は経済対策・

雇用促進などへの期待を拡大させる一方である。

留学生の数が減少しているのも課題である。とくにロシアが減少傾向にある。

統計にカウントされない外国人も数多くいる。市役所では彼らの支援を行いたいが、彼ら

は行政との接触を嫌がる。

経済面では新潟の銀行は、北海道に比較して国際ビジネスへの関心が低いことが課題であ

る。

コンベンションについては、新潟市の知名度の低さ、市内の観光シーズの乏しさが課題と

なっている。
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（２）国際交流 

＜姉妹都市と交流協定の違い＞

姉妹都市は活動テーマを定めず、永久的に交流する議会議決である。

交流協定は一定期間、テーマを定めて実施するものである。

姉妹都市であるビロビジャン（ロシア）は、市町村合併した結果、新潟市の姉妹都市にな

った。

ナントは交流協定にしたかったが、フランス側から姉妹都市にして欲しいとの要望があっ

た。ワールドカップ開催や芸術交流をテーマとしている。

ウルサン（韓国）は姉妹都市になりたかったが、既に日本とは山口県萩市と姉妹都市のた

め、新潟市との姉妹都市協定は結べなかった。ウルサンもサッカーを縁にした交流がある。

ナント市、ハル市（イギリス）、ガルベストン市（アメリカ）との交流は現在活発ではな

い。

＜姉妹都市交流と経済・観光との連携、メリット＞

ウラジオ、ハバロフスクについては航空路があったこともあり、民間の経済活動も積極的

である。これは姉妹都市の交流や市役所職員の派遣などの成果と考えられる。

市役所はユーラシア投資環境整備株式会社に出資し、ロシア極東のビジネス窓口確保を進

めてきた。花の輸出などがその成果として挙げられる。

＜姉妹都市交流に対する市民の反応＞

市民の関心は低い。とくに市町村合併で新潟市民になった人は、新潟がどこと姉妹都市か

認識されていない。

交流事業などの参加者は限られたメンバー（企業）などが中心となっている。

＜今後の展開＞

新潟市としてはこれ以上協定も姉妹都市も増やすことは考えていない。
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（３）国際ネットワーク 

＜北東アジア経済会議＞

新潟県と環日本海経済研究所（ERINA）が中心になっている。新潟市として積極的に推

進する立場にはない。

図表 5-5 北東アジア経済会議の概要

開 始 年 1990 年（平成 2 年）

テーマ・目的 北東アジア地域経済圏の形成を目指し、関係国の行政実務者、研究者、企業家、国連等の

関係者が一堂に会して、この地域の経済の現状、経済開発構想、プロジェクトの進渉状況

をフォローし、北東アジア地域の経済交流の拡大と地域全体の発展のための具体的論議を

行うことを目的としている。

中 心 団 体 新潟市、新潟県、新潟県商工会連合会

開 催 頻 度 毎年

参 加 都 市 －

予 算 額 －

備 考 北東アジアに関する先駆的かつ継続的な会議であり、国際連合が共催団体となっているこ

となどから、今後の同地域の経済開発や経済協力について大きな影響を与えるものとし

て、高い評価を受けている。

U R L http://www.erina.or.jp/jp/Ec/index.htm 

＜日ロ沿岸市長会議＞

一時、日本側は 27 市町村あったが、現在は 18 市町村に減った。稚内、釧路などもかつ

てはメンバーだった。

会費は年間 3 万 3,000 円～4 万円である。基本が 3 万円、プラス 3,000 円～1 万円が人口

規模で決められる。それ以外に会議などの経費は別途会員で折半される。日本で会議を開催

する場合、負担は 20 万円以上になる。事務局は新潟市が担当している。

これまで 40 年の歴史があり、現在 40 年史を編纂中である。

一昨年の会議から民間が参加する経済分野のセッションも行うことになった。とくにロシ

ア側は経済交流への期待が大きい。ロシアの市町村も地元住民から「観光旅行ではないか、

成果を出せ！」と言われているらしい。

テーマ設定は事前アンケートで決定する。広報活動は広報雑誌、WEB などである。
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図表 5-6 日ロ沿岸市長会議の概要

開 始 年 1970 年（昭和 62 年）

テーマ・目的 日本の日本海側をはじめとする地域とロシア連邦（ソ連）極東シベリア地域の親善友好と

経済協力を促進し、両地域の発展を図るため、新潟市などが中心となって設立。両地域の

友好促進、文化・経済関係の強化、市政の諸分野にわたる問題について議論。

中 心 団 体 日ロ双方の会員都市の首長が参加、ロシア側組織「ロ日極東シベリア友好協会」

開 催 頻 度 隔年

参 加 都 市 日本側会員 18 都市（平成 23 年 1 月現在）、代表幹事は新潟市長

ロシア側会員 18 都市

予 算 額 1,061 千円

備 考 会議での合意に基づき両国政府や関係機関への要望書の提出も行う。また、ロシア側会員

市との青少年交流や、ロシアへの実務団派遣の実績もある。

U R L http://www.nichienkai.jp/ 

＜3 都市環境会議＞

新潟－ハルビン、ハルビン－ハバロフスク、ハバロフスク－新潟が、それぞれ姉妹都市で

あったことから始まった。

ハバロフスクが積極的に進めている。テーマは事前に各市で調整している。

とくにアムール川の汚染が活動の発端である。中国とロシアだけで意見交換を行うより、

第三者である日本が入った方が円滑に進むとハバロフスク側が考えた。酸性雨や黄砂も中国

側に起因する環境問題である。中国側も問題を認識しているが、それに対応する予算がない

のが問題となっている。

様々な環境協力が考えられ、それをビジネスにつなげることは可能だと思うが、新潟市内

にそれを担う企業がないのが課題である。

図表 5-7 3 都市環境会議の概要

開 始 年 2001 年（平成 13 年）

テーマ・目的 各都市の環境問題などについて事例発表や意見交換などを実施。

中 心 団 体 新潟市とハバロフスク市、ハルビン市の環境部門行政担当者

開 催 頻 度 毎年（3 都市持ち回り）

参 加 都 市 新潟市、ハバロフスク市（ロシア）、ハルビン市（中国）

予 算 額 －

備 考 －

U R L http://www.city.niigata.jp/info/kantai/kokusai_kyoryok/kokusai.htm 
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＜東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）＞

日本政府、国連などが進めている事業で、市が積極的に参画しているわけではない。ただ

し、新潟を国際的に PR する手段になっていると考える。

図表 5-8 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）の概要

開 始 年 試行稼働 1998 年（平成 10 年）、本格稼働 2001 年（平成 13 年）

テーマ・目的 東アジア地域における酸性雨問題への共同の取り組みを目的として、酸性雨のモニタリン

グをはじめ、精度保証・精度管理（QA/QC）活動の推進、参加国への技術支援と研修プ

ログラムの実施などを主な活動などを行う。

中 心 団 体 事務局：国連環境計画アジア太平洋地域資源センター（UNEP RRC.AP）（タイに事務所）

※新潟市にある「財団法人日本環境衛生センター アジア大気汚染研究センター」がネッ

トワークセンターとして機能

開 催 頻 度 毎年

参 加 都 市 13 カ国が参加

予 算 額 －

備 考 EANET の推進に向けた中核的な役割を果たすとともに、国内における酸性雨対策を支援

するため、新潟市内に酸性雨研究センターが設置された（現在は、アジア大気汚染研究セ

ンターに改称）。新潟市は、環境省や新潟県などの関係団体と協力しながら、試行稼動期

間中から ADORC に対する職員派遣や事務機器等の提供をしてきた。

U R L http://www.eanet.cc/jpn/

＜ERINA との連携＞

新潟県と新潟市が運営資金援助、人の派遣、業務委託を行っている。新潟だけでなく、会

員企業自治体へのサポートをメインとしている。位置づけとしては、新潟のためのシンクタ

ンクではなく、環日本海経済交流の研究拠点が新潟にあるというイメージである。

＜新潟市国際協力協会との連携＞

昨年まで市の国際課職員はすべて同協会のスタッフを兼務していたが、今年から 2 名だ

けが兼務となった。市役所とサービスが重複しているという話は出ていない。

（４）経済交流 

＜MICE、国際会議誘致＞

昨年 APEC の防災関連の会議があったが、他の政令都市に比べて数は少ない。県と連携

しながら、積極的に進めなければいけないと考えているところだが、新潟の知名度が低い。

メインとなる観光スポットもない。今後は佐渡市とも連携した PR をしたいと考えている。
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＜見本市＞

内外で実施される見本市に県と協力して企業参加を支援する。市が独自に何かをすること

はない。

海外事務所については派遣を減らす方向だが、県の事務所への派遣については調整が必要

で悩んでいるところである。北京事務所は中国領事館の誘致を成果にし、閉鎖が検討されて

いる。

直行便での花・食品の輸出ルートがなくなって非常に困っている。これらの企業の強い要

望で、市と県が資金援助をし、3 月まで週 1 便の運行が行われている。とくに 3 月の「国際

婦人デー」（ロシア）に新潟のカーネーション輸出のピークがあり、それに対応できてよか

ったと考える。

観光経済ともに、甲信越の市町村との連携を進めたいと考えている。まだ、具体的な動き

はない。

（５）観光 

直行便が週 2 便から週 1 便になった段階で利用は大幅に減った。滞在 1 週間は長すぎる。

ただ、成田空港に入ったロシア人も新潟のスキー場には来ているようだ。

ロシア人観光客は金払いが良いので、観光業者から人気である。

観光誘致についてオンリーワン路線（ハルビン、ウラジオ、ハバロフスク）の利用促進を

官民共同で行っている。具体的には以下の３つの支援である。

①新潟空港に到着した団体が県内宿泊した場合、旅行代理店に補助金を出す。

②新潟空港に到着した団体が県内企業のバスを利用して長距離移動した場合、旅行代理店

に補助金を出す。

③旅行代理店を招いたモデルツアーを定期的に実施している。

国内向けでもあるが、佐渡市と新潟市で共同 PR を進めはじめている。共同のパンフレッ

トが出来上がった。

（６）外国人生活 

留学生を中心に絶対数が減っている。中古車輸出ビジネスのパキスタン人も減っている。

中国人に対するイメージが悪い。とくに犯罪の温床になっているわけではないが、ゴミを

分別しないとか、夜中パーティーをしてうるさいなどの苦情が増えている。

ロシア人は中古車船が減って船員の数が減っていることと、ロシアの経済状態がよくなっ

たことなどから、ソ連時代のように軽犯罪を犯すことは少なくなっている。

拉致問題が再度起こらないようにしたい、早期解決を目指すということには市民の関心が

高い。
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外国人による市政への懇談会を実施している点が新潟市の特徴である。外国人の新潟市居

住者が中心で、大学の先生が取りまとめを行っている。ただし、懇談会で話された事が、予

算などの問題で実現できないことが多い。そこが課題である。
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４．京都市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
1,474,473 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
41,106 人（上記に対する割合 2.8%）

（１）当該都市の特徴 

昭和 30 年代から国際観光文化都市として発展を目指している。

外国人としては圧倒的に韓国・朝鮮系住民が多く、登録者 4 万 1 千人のうち、2 万 6 千人

が韓国・朝鮮系住民である。統計に出ていない帰化した人を含めれば、かなりの人数になる。

留学生数の多いのが京都の特徴で 4,500 人（平成 19 年度）に上る。外国人労働者が移住し

ているということはない。在住外国人でもオールドカマー、ニューカマーによって行政への

ニーズは異なっている。

京都市の強みは、国際的に観光地として認知されている点であり、アジアはもちろん、ヨ

ーロッパ、アメリカからリピーターがいる。

弱みはコンベンション施設が少なく、大規模会議の誘致ができない点である。

港湾・空港もなく物流や観光客の直接のルートはない。観光客も新幹線などで来てもらう

ことになる。

（２）国際化推進計画 

京都市国際化推進プランは平成 20 年から 10 年間の計画として作成された。

それまでの京都市国際化推進大綱では具体的な目標を作っていないが、新プランでは実施

すべき施策を 200 以上挙げている。初年度でその 9 割は着手されている。

このプランは庁内の各部署の計画にリンクしたものであり、上位計画ということではない。

新プランの実現に向けて、国際化推進会議（副市長がトップ）を年 1 回、各分野別（国

際交流、国際協力、多文化共生）会議を年 2～3 回実施している。特に近年、京都議定書採

択以降、環境分野での国際交流や技術 PR を行っている。

策定にあたっては 2 つの部会を作り、市民を交えて意見交換を行った。また、交流団体

アンケート、外国籍市民意識・実態調査を行った。

（３）国際交流 

京都市は 9 都市と姉妹都市を結ぶ他、晋州（チンジュ）市（韓国）とコンヤ市（トルコ）

をパートナーシティとして位置付けている。パートナーシティはテーマを絞った交流を行う。

姉妹都市との交流は市民、企業、大学、NPO などが中心的役割を担い、自治体はサポー

ターに徹している。

それぞれ異なった団体が交流事業を活発に行っており、形骸化しているということはない。

自治体は 10 周年事業などを行っている。
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フィレンツェ（イタリア）との交流では伝統技術や歴史的市場など経済的交流が多く、パ

リ（フランス）とはデザインや文化交流が盛んなど地域それぞれのテーマで交流が行われて

いる。

（４）国際ネットワーク「世界歴史都市会議」 

年会費は 100 ドル。入会するのに条件はない。

各年の会議は会議参加都市の参加料で賄っているが、実施都市の負担は大きい。

共通のテーマを見つけることは難しいが、ホスト都市がテーマ設定を行っている。

ビジネスよりも学術的な事業との連携が多い。

昨年は奈良で実施したが、国から遷都事業の予算があったので実現できた。

事務局、会長は京都市であるが、会費収入は会の運営費にはなっていない。

参加都市のメリットは、パリなどの大都市にはほとんどなく、参加もしていない。逆に開

発途上国にとっては自地域の国際的 PR の場として活用している。

京都市にとっては、市の PR になっていると思う。とくに環境モデル都市、バイオディー

ゼル事業の PR ができており、海外からの問い合わせも環境が中心となっている。また、い

ろいろな情報収集ができるというメリットがある。

図表 5-9 世界歴史都市会議の概要

開 始 年 1994 年（平成 6 年） ※前身の世界歴史都市会議協議会は 1987 年（昭和 62 年）設立

テーマ・目的 歴史都市という共通の絆で結ばれた都市が、将来にわたって日常的な交流を促進するため

の組織を結成し、歴史都市が直面している課題の解決に向けて、情報交換、共同研究など、

歴史都市のさらなる発展のための事業を行うことを目的とする。

中 心 団 体 事務局：京都市

開 催 頻 度 概ね 2 年に 1 度

参 加 都 市 56 カ国 88 都市（2011 年 3 月時点）

予 算 額 －

備 考 －

U R L http://www.city.kyoto.jp/somu/kokusai/lhcs/jpn/index.htm 

（５）経済交流 

港湾や空港がなく、貿易というイメージはない。市内には有名工場もない。伝統食品や工

芸品の輸出入は姉妹都市交流の延長で行っている。

海外事務所は設置していない。
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（６）観光 PR 

京都市 MICE プランを作って活動を進めているが、大規模会議を行う会場がないのが問

題となっている。中心となっているのは京都府、京都市、京都商工会議所で設置した観光プ

ロモーション協会が実施している。

韓国、ロサンゼルス、台北、上海、パリ、シドニーに観光事務所（現地委託）で行ってい

る。観光庁との連携で PR を行っている。他府県と連携した PR も多い。

（７）外国人生活 

オールドカマーは生活保障や年金、職場待遇、雇用など日本人同様の課題が多く、日本人

との差が問題となる。

コミュニティが正式にできているわけではないが、集住地区があり、そこの住民との意見

交換を行っている。市職員がその地域のイベントにも参加している。

公営住宅に住んでいるニューカマーの外国人は社会風習の違いにより、住民からの苦情を

受けることもある。公共スペースに関する認識が異なるようだ。

外国籍住民のサービスは、「京都国際交流協会」が中心になっている。この組織は 10 年

前までは札幌市国際プラザのような交流事業が中心であったが、近年特に外国籍住民向けサ

ービスを行っている。医療通訳、行政通訳、住民との交流イベントなどの事業を行っている。

（８）庁内連携 

新プランの作成後、庁内での意見交換の機会が増えた。特に国際化推進会議分野別会議が

中心に活動している。

（９）関係団体：財団法人「京都国際交流協会」 

京都市が出資した財団であるが、職員はプロパーであり、市からの出向者などはない。姉

妹都市交流の事務局は担当しない。事業によっての協力にとどめている。

同財団は京都市の施設「京都国際交流会館」の指定管理者として市と契約するとともに、

委託事業も実施している。

活動方針は市の大きな方針に沿うことを意識しているが、細かな事業に対して市から指示

で動くことはない。

現在 2019 年までに、さらに経済的自立性を高めることを目標に活動している。

同財団の特徴は約 500 人のボランティアが自主的に活動している点であり、財団スタッ

フはサポートに回っている。

とくに地域住民（国籍関係なく）の交流拡大を目指している。その相互理解が進むような

取り組みを行っている。例えば留学生の学校訪問についても、関係者が十分な準備を行う相

手の文化を理解できるように努めている。

外国人留学生へ住宅を紹介するために、協会として宅建の資格をとっている。
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（１０）コメント 

・とくに観光分野と多文化共生が京都市の国際化の中心になっている。観光についてはすで

に実績と知名度が高く、課題はない。さらに環境都市という点を PR しようとしている。

・京都市の場合、多文化共生において「財団」が独自に工夫し、様々なアイデアを出しなが

ら自主的に活動しているのが特徴であり、外国籍住民のニーズに沿ったものになっている。
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５．大阪市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
2,666,371 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
120,915 人（上記に対する割合 4.5%）

（１）当該都市の特徴 

大阪市の強みは関西の中核としての経済的原動力、中小企業の技術力、とくに新エネルギ

ーや環境技術などの先端技術が誇れる。港湾、空港の機能を有し、物流・人流のハブ機能を

備えている。とくに、アジア主要都市との物流ルートは多様であり、関西空港の 24 時間営

業によって航空貨物便の運航数も増加している。

課題としては、東京・京都に比べて、知名度不足していること。東京に比べてビジネス情

報量が少なく、地元企業の本社東京移転が続いていることも問題視している。そのような中、

大阪市ではシティプロモーションを国際化戦略の中心に据えている。

（２）国際化推進計画 

大阪市国際化推進基本指針（平成 19 年）と平松現市長の方針である「元気な大阪を目指

す政策ビジョン」に基づき、具体的な国際プロモーション推進の目標を定めたものが大阪プ

ロモーション推進プラン（21～23 年度）である。

大阪市では平成 21 年に組織変更があり、それまで儀典だけだった国際交流担当（政策企

画室内）がシティプロモーション活動を行うようになるとともに、経済部が所管していた在

外事務所の管理担当するようになった。その組織変更が大阪プロモーションプランの内容に

も反映している。

このプランの特徴は、具体的な数値目標を期限つきで掲げている点である。その際、責任

の所在も明確にしている。この目標の推進状況を確認することによって、解決するべき課題

が明らかになってくると考えている。目標は 2 つに分けられ、経済・観光分野では国内外

からの企業誘致数、総領事館誘致、外国人延べ宿泊数の数値目標を定め、多文化共生では外

国人新生活満足度調査、ボランティア数で目標が作られている。

（３）国際交流 

姉妹都市交流、海外事務所ともに、ビジネス・観光の促進に力点を置いている。とくに、

シティプロモーション活動の拠点として位置付けている。姉妹都市交流についても経済界を

中心とした活動と連携して市民の交流事業を実施している。経済交流の中心は関西経済連合

会及び大阪商工会議所であり、大企業・中小企業など様々なレベルの交流が行われている。

周年事業については 5 年ごとに実施している。

姉妹都市の他、姉妹港湾、友好協力都市（目的を限定している）、ビジネスパートナー都

市などの交流を行っている。
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（４）国際ネットワーク「ビジネスパートナー都市（ＢＰＣ）」 

ビジネスパートナー都市は、アジア・太平洋の主要国の中核都市とビジネス促進を行う目

的で連携している。これも中心は経済界であり、ビジネス交流ミッション、情報交換などを

商工会議所が中心に行い、行政がサポートを行う。

（５）経済交流 

経済活動の中心は民間であり、行政はそのサポートに徹している。

経済分野での行政の役割としては、企業誘致がある。現在、大阪のベイエリア新たな産業

誘致をすることが課題となっている。とくに、環境・エネルギー産業の誘致を目指し、ソー

ラーパネル、リチウム電池といった特徴のある企業の誘致を目指している。

そのため、各種支援制度の充実や情報発信、関連するシンポジウムなどの実施に力を入れ

ている。

また、大阪港・神戸港を合わせた阪神港が国の重点港に認定されてことにあわせて、ポー

トセールスに力を入れ、利便性の確保を行いながら PR 活動を実施していく。

関西経済連合会の発意でアジア太平洋研究所の設置も目標の一つに掲げている。

（６）観光ＰＲ 

「文化」「食」「遊び」などの魅力が十分に国際観光客に PR できていないという考えから

PR 活動に力を入れている。主なターゲットはアジアであり、とくに経済的波及効果から

MICE に重点をあてている。

アジア観光という意味では上海・プサン・大阪をゴールデントライアングルとし、欧米に

対して PR する活動を推進している。

（７）外国人生活 

在住外国人対策は市民局が中心となっている。同和対策、沖縄県民移住、在留外国人が市

の住民対策の中に含まれている。その中でオールドカマー（中国、韓国、朝鮮）については、

生活の安定が課題になっている。ニューカマーについては大阪国際交流センターが中心とな

り、市民との相互理解を進めている。また、ニューカマーが安心して生活できるように防災

情報発信、医療サポートなどを充実させる。そのためには市民のボランティアが必要であり、

現在登録者数アップに努めている。

外国人学校の充実も必要である。現在、大阪市が誘致・支援している「国際学校」は賃貸

ビルの一室にあり、運動場がない。国際的教育課程認定 WASC の認定は受けているものの、

環境整備が必要である。外国企業誘致においては、教育環境の整備が不可欠である。
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（８）庁内連携 

不定期での会議が実施されている。主な打ち合わせ内容はプランの進捗状況である。

（９）関係団体：財団法人「大阪国際交流センター」 

大規模なイベント・会議施設が併設されており、一般利用が盛んである。交流センター独

自企画では文化交流や NPO 活動支援事業などを市から委託によって実施している。

とくに現在、多言語での情報発信に力を入れている。メールマガジンでは、日本語、英語、

中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語での情報発信を行っている。また医療通訳の

育成も課題として挙げられる。

留学生へのサポートとして奨学金の支援、宿舎提供、就職サポート（説明会・マッチング）

を実施している。

（１０）コメント 

・民間の経済交流動が盛んであり、そのサポートを意識している。

・大阪市の実施した産業地区造成事業を成功させるための企業誘致が必須であり、国際化に

おいても、そのためのプロモーションが意識されている。

・市長の政策や実績づくり、経済界への PR が意識されている。

・大阪府からは、財団法人の合併の話が出ている。市担当者としては歓迎していないようで

あった。
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６．神戸市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
1,544,873 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
44,649 人（上記に対する割合 2.9%）

（１）当該都市の特徴 

神戸市は港湾都市として成長し、外国人租界地の歴史があり、旧来から同市に住んでいる

欧米系住民が旧異人館のある中央区に住んでいる。そのほか、韓国、中国系の住民が長田地

域に多く居住している。また、かつて難民受け入れ施設が近隣の姫路市にあったことから、

ベトナム系住民も多く住んでいる。これらのそれぞれの住民がコミュニティをつくり、互助

活動を行っている。古くから様々な教会が存在していることも、外国人の生活においてメリ

ットである。

インターナショナルスクール立地、自然、市内移動などの住環境に優れている。ただし、

京都、大阪に比べて観光地としての国際認知が低いところが課題である。外国人の雇用が少

ないのも課題である。

ポートアイランドを中心に先端医療特区を設け、外国企業等の誘致を進めている。

（２）国際化推進計画 

神戸市国際化推進大綱は 2011 年 3 月に最終案が取りまとめられる。これは「神戸 2015
ビジョン」を相互補完し、連携を行うものである。

旧大綱に比較して2015年までの具体的な目標値を作っているのが特徴である。企業誘致、

外国人旅行者、国際会議開催、住宅供給などの目標値を作っているが、これは各担当部局が

掲げているものである。

国際交流を行う特徴的テーマとしては、医療と防災である。とくに神戸淡路地震の経験は

国際的に活用されるべきだと考えている。

大綱の作成にあたっては、外国籍住民のコミュニティの意見を取り入れている。彼らとの

協働推進を目指している。

（３）国際交流 

8 都市と姉妹都市提携し、文化交流を行っている。市民からとくに国際交流に対して批判

的な動きがあるわけではない。単なる交流ではなく、デザイン医療などのテーマでの研究、

協力を進めるように努めている。

課題としては領事館が神戸市から撤退していることが挙げられる。外国船籍の寄港が減少

してことの影響もある。
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（４）国際ネットワーク「神戸アジア都市情報センター（AUICK）」 

神戸アジア都市情報センターの予算は神戸市と国連人口基金（UNFPA）から拠出されて

いる。事務局は財団法人神戸アジア都市情報研究所に置かれている。

アジア諸国の中規模都市の抱える問題を相互協力のもと解決の糸口を求めるものである。

住環境、環境、水不足などの課題について調査、情報、研修事業を行っている。とくに平成

16 年からは継続性を意識し、神戸市のほかにアジア 9 カ国から 1 か所ずつの中規模都市を

選び、テーマを定め継続的な研修や情報交換を行っている。限られた財源で成果を出すには

それがもっとも効果的であると考えている。これらの都市がアジアにおけるモデルになるこ

とで効果波及が図られる。

課題としては、市及び国連人口基金から予算が減少していること。そのため、今後の展開

については不明である。

図表 5-10 神戸アジア都市情報センター（AUICK）の概要

開 始 年 1989 年（平成元年）

テーマ・目的 アジアの中規模都市における人口の集中に伴い発生する都市問題の解決の糸口を与える

ため、アジアの中規模都市間の情報と人のネットワークの構築・強化を目的として設置。

中 心 団 体 神戸アジア都市情報センター

開 催 頻 度 AUICK 提携都市市長会議を 4 年に 1 度開催

参 加 都 市 10 カ国 10 都市

予 算 額 －

備 考 1989 年に国連人口基金と神戸市の支援を受けて設立された国際協力 NGO 

U R L http://www.auick.org/index_j.html 

（５）経済交流 

基本的に経済分野については民間が中心に推進することと考えている。

港湾関係では国施策で阪神港（大阪、神戸の広域）という拠点港湾に認定されたことで効

率化や競争力の強化が図られ、物流量が拡大すると考えている。

神戸市の目玉事業である高度医療特区（ポートアイランド地区）については、現在内外の

企業誘致を進めているところであるが、誘致成功例は少なく、国内企業の誘致成功例がある

レベルである。また市内では商業地区の造成が続いており、今後も企業誘致に力を入れてい

きたい。その際の PR ポイントは外国人にとっての住みやすさである。

海外事務所はシアトル、天津、南京、上海に設置しており、それぞれ地域特性にあわせた

ミッションを持っている。

＜参考＞

「上海・長江交易促進プロジェクト」は、1995 年に、阪神・淡路大震災復興特定事業の

一つとして始まった。神戸・阪神地域と、中国、特に上海・長江中下流域との交易・交流を



67 

深め、相互補完関係を築こうとするもので、国境を越えた広域的な地域間交流は、日中間で

初めての試みである。

（６）観光ＰＲ 

京都、大坂に比べて国際的認知度が低いところを、フィルムコミッション活動で認知度を

高めようとしている。近年の日本映画でもロケ地として神戸を使ってもらっている例もあり、

成果は出ていると考えている。

また、韓国からの観光客については、日本国内の主要観光地を見終わったリピーターが神

戸に関心を示しており、人気が高まっている。

観光客を誘致するために、関西空港と神戸を船で結ぶなどの試みを行っている。

MICE については防災、医療をテーマとした事業の誘致を目指している。

（７）外国人生活 

神戸は歴史的経緯から外国人移住の多い地域であり、市民でも多文化共生の意識は根付い

ていると考えている。その受け入れの中心となるのは、民族ごとのコミュニティである。ま

た、欧州系の住民は古くから外国人倶楽部を結成して情報交換の場を設けている。これらが

神戸独特の文化を作り上げている。インターナショナルスクールが多いのも神戸の特徴であ

る。

韓国、中国、ベトナムなどの国籍をもつ住民は特定の地域に集住している。そこでコミュ

ニティを形成している。市からの情報はコミュニティを通じて、各国籍の外国人に提供して

いる。これらのコミュニティは神戸市の多文化共生事業に不可欠なものとなっている。

神戸市役所としては現在、医療通訳サービスの充実に力を入れる一方、防災などの災害時

の対応などを課題としている。また、ニューカマーなど日本語のできない住民向けの通訳サ

ービスは財団と協力して対応を行っている。

（８）庁内連携 

大綱においてその進捗状況を報告することになっている。

（９）関係団体：財団法人「神戸市国際協力交流センター」 

17 人のスタッフのうち、7 人が市からの派遣である。活動費用は神戸市からの委託事業

の他、JICA などの事業費がある。事業内容は、留学生支援、定住外国人の支援（とくにに

日本語力が乏しい方）、国際協力事業受託などである。

センターは神戸国際コミュニティセンター（KICC）＜http://www.kicc.jp/kicc/kicc/index 
.html＞を運営しており、ここが多文化共生の拠点となり、数か国語による市政や生活情報

の提供、生活相談、国際交流促進のための様々なサービスを行っている。
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例えば、日本語教育について、ボランティアと定住外国人とのマッチング事業を行ってい

る。彼らが利用できるブースがセンター内にあり、予約をして利用してもらう。

区役所を訪れた外国人への通訳サービスを同センターが受託して実施している。

ボランティアの多くは主婦・高齢者などであり、積極的に活動に参加している。

（１０）コメント 

・神戸市の場合、国際化、多文化共生の素地が文化的に育っており、外国籍住民側もコミュ

ニティという形で自助活動を進めており、市役所の果たす役割は明確になっている。

・住環境、医療、防災など活動テーマを明確に打ち出していることで国際戦略も明確になっ

ている。管轄する財団法人自体が JICA などの事業受託者となり、関連するテーマの受け

入れを行う姿勢は地域の国際協力環境を推進している。

・国際機関からの支援を受けた国際ネットワーク（国際協力）についても、地域独自の視点

が生かされたものとなっている。
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７．北九州市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
977,288 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
11,937 人（上記に対する割合 1.2%）

（１）当該都市の特徴 

1962 年、門司市・小倉市・戸畑市・八幡市・若松市の 5 市が合併した。それぞれの地域

が独特の産業文化を有しており、市内でも地域によって異なる社会環境を有している。

古くから八幡製鋼所などの製造業（鉄鋼、化学、窯業、電気などの集積があり、今も大、

中規模の企業が立地している。また、近年は環境産業、宇宙産業の進出を支援することで、

地域産業の多様化、国際競争力の強化を進めている。

門司という港湾を持ち、古くから韓国、中国、台湾などアジアとの交易が盛んである。そ

の他、鉄道、道路の要所として本州と九州の要として位置付けている。航空では北九州空港

が建設され、24 時間空港として貨物輸送の拡大に努めている。

隣接する福岡市、下関市などとの連携も意識した取組が多い。相乗効果が生まれる工夫を

行っている。

福岡県知事のリーダーシップによって、福岡県、九州の全域での「東アジア交流拡大」と

いうビジョンが明確であり、北九州市もその戦略の一翼を担っている。

（２）国際化推進計画 

基本計画である「元気・発信北九州」プランの基本理念において街づくりの目標を「人と

文化を育み、世界につながる環境と技術のまち」と置いており、国際化は地域として最大の

戦略だと考えられる。「都市ブランド、世界の環境首都、アジアの技術首都」がテーマとな

っている。

市国際政策推進大綱は 2011 年度（2011～2015 年）に取りまとめられ、現在その方針を

組み立ているところである。その際には「ヒト、モノ、カネ、情報が集まる都市」という具

体的なイメージを掲げ、以下の 3 つの視点を取り入れている。その中にはアジアに負ける

ことなく「アジアの成長を取り込む」というのが命題としている。

①アジア諸国との国際競争に負けない体力づくり

②アジア諸都市との連携を強化するネットワーク

③アジアを中心とした外国の人々との共生する社会づくり

（３）国際交流 

姉妹都市交流の中でも「環境技術移転、世界的な環境改善」が中心テーマとなっている。

特に大連市、仁川との交流においては、文化友好交流以外に課題克服型の交流に成長し、平



70 

成 22 年では姉妹自治体交流表彰を行われた。それらの交流においても環境技術移転は重要

のテーマとなっている。

またビジネス、特に製造業でのビジネス交流、港湾分野での交流などについて具体的な相

手とテーマ、市内の担い手を明確に定めて進めている。

近年ではロシア・シベリアに位置するチェリャビンスクとの経済協力分野の交流を開始し

たが、そのテーマも投資、製鉄、機械工業、環境をメインターゲットにしている。また、ベ

トナム・ハイフォン市との交流は港湾、環境をテーマとして交流を開始したが、これは市内

企業のベトナムへの関心の高さから始められた。

それ以外でも水環境、都市環境、低炭素技術、上下水道などの国際協力を進め、その結果

として地域の民間ビジネスチャンスの拡大や企業誘致に努めている。

（４）国際ネットワーク 

北九州では市の国際化方針に則った国際ネットワークが形成されている。

1991 年に東アジアとの関係強化のため、東アジア都市会議及び東アジア 10 都市経済人

会議が設立された。さらに発展改組したものが「東アジア経済交流推進機構」である。

この推進機構の活動の中から、10 都市間における経済交流を一層加速させ、貿易と投資

を中心とするビジネス環境を改善していく共同事業として「環黄海 ACTION」が生まれた。

この共同事業は言わば｢地方版 EPA｣の創設を目指す事業である。

図表 5-11 東アジア経済交流推進機構の概要

開 始 年 2004 年（平成 16 年）

テーマ・目的 都市の連携、経済交流、相互のネットワークの強化により、経済活動及び都市間交流の活

性化を推進し、環黄海地域における新たな広域経済圏を形成するとともに、東アジア経済

圏の発展に貢献することを目的として設立。

中 心 団 体 事務局：北九州市

開 催 頻 度 総会は隔年実施

参 加 都 市 3 カ国 10 都市

・大連市、青島市、煙台市、天津市（中国）

・仁川市、釜山市、蔚山市（韓国）

・福岡市、下関市、北九州市（日本）" 

予 算 額 28,960 千円（会議開催費は開催都市が負担）

備 考 1991 年設立の「東アジア都市会議」及び「東アジア 10 都市経済人会議」を発展改組。

機構は重点課題として、①地域限定版「東アジア FTA」の創設推進、②環黄海環境モデ

ル地域の創出、③ニュービジネス創出システムの構築、④環黄海観光ブランド戦略の展開、

⑤技術交流・人材育成プラットフォームの形成、の 5 つの柱を掲げている。

U R L http://www.pysih.net/j/ 
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このほか環境面では、2000 年に北九州市で開催された「第 4 回アジア太平洋環境と開発

に関する閣僚会議」をきっかけに誕生した「北九州イニシアティブネットワーク」がある。

このネットワークには当時 18 カ国 62 都市が参加していた。

現在は再編が図られ、低炭素社会づくりのアジア地域への移転を中心とする「アジア環境

都市機構」が創設されている。再編にあたっては、各国ごとに 1～2 都市のリーダー都市を

つくり、その都市が牽引して周辺都市へ低炭素化を推進するなど、効率的な運営の仕組みづ

くりが進められている。

（５）経済交流 

「北九州貿易投資ワンストップサービスセンター」を社団法人北九州貿易協会、ジェトロ、

北九州市で設立し、ビジネスサポートを行っている。大連と上海に経済事務所を置き、販路

拡大、航路誘致、商談会、観光客誘致などを進めている。

特に大連チャンレンジショップは現地にアンテナショップを作り、出展者に代わって現地

営業マンが営業活動を行っている事業である。

対内投資では新エネルギー、環境、宇宙・航空機産業をテーマとした誘致活動を行ってい

る。一方、外国企業の北九州でのスタートアップのため北九州ビジネスサポートセンターを

設置し、常勤スタッフが支援を行っている。

（６）観光 PR 

観光については福岡県、九州全域の観光戦略と連携するとともに、関門海峡対岸の下関と

連携した PR 活動も行っている。外国人よりも国内向けの PR が中心となっている。

「環黄海 ACTION」では対象県内での移動を活発化させるとともに、他地域からの観光

誘致のために共同 PR を行っている。

（７）外国人生活 

港湾を有する北九州市は古くから外国人（韓国、中国、台湾）の往来が盛んであり、帰化

を含め定住する外国人は多く、多文化共生は特別なことではない。

ただし、今後日本国内の労働力が減少する中、外国人労働力が必要であること、高付加価

値産業誘致のために優秀な頭脳が必要であること、産業集積のため外国企業の誘致が不可欠

であることから、外国人が住みやすい環境整備が必要だと考えている。

そのため、外国人学校の充実、大学を中心とした知的国際連携「北九州学術都市ネットワ

ーク」、留学生へのサポート、新外国人生活サポートなどの事業を行っている。
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（８）庁内連携 

トップの明確なビジョンの実現と経済界からの要望への対応のため、庁内に機能的な組織

が必要であり、定期的な戦略会議を行っている。

（９）関係団体：財団法人 

北九州の交流組織は国際協力や経済ネットワークの実現を目的とし、具体的な事業を行っ

ている。アジア低炭素化センター事業では国際機関、日本の政府機関の予算を活用し、北九

州を環境首都としてのイメージアップを図っている。

財団法人北九州国際交流協会は会議施設の管理の他、市内での国際プログラムを行う団体

が入居する国際村交流センターを運営し、情報やネットワークの集約に努めている。

（１０）コメント 

・北九州市は環境を切り口に地元企業の国際化を進めてきたが、水ビジネスや宇宙など将来

を見据え次の展開の布石を打っている。

・地元企業のイニシアティブが強く、労働力の確保、世界の頭脳の誘致、ライバルとしての

アジア位置付けなど企業競争力の原理に基づいた政策が続いている。

・観光では知名度は低いものの、環境や国際協力という分野では国際的ブランドが形成され

ている。
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８．福岡市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
1,463,826 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
22,532 人（上記に対する割合 1.5%）

（１）当該都市の特徴 

九州圏の中心、アジアの中心となるべく国際化を進めているところである。周辺地域には

自動車、半導体、鉄鋼などの工業があるが、福岡市自体は物流と商業の街として栄えた経緯

から、地場企業と呼べる大企業はない（西鉄、九州電力などの社会サービス系の企業が中心

となっている）。

地理的にもアジアとの近さを感じる地域である。福岡にとってソウルは大阪、上海は東京

のような身近な地域となっており、市民もフェリーで釜山との往来を行っており、身近な外

国である。歴史的にも大陸を通じて全世界につながっており、日本と世界をつないだゲート

ウェイであるという認識がある。チャイナタウンもあり住民は日常からアジアを意識してい

る。

地域としてのアジア戦略を打ち出したのは 1989 年の市制 100 周年事業からである。それ

以来、市民に浸透しているといえ、地域からのアジア戦略の先駆者といえる都市である。

アジアとの航空網、海運網も豊富であり、距離的近さを武器にしている。

警戒するのは他地域のアジア進出したこと、特に羽田空港とアジア拠点都市とつながった

のは脅威であると捉えている。日本全体の国力低下によって、アジアの各都市のパワーに圧

倒される。

（２）国際化推進計画 

福岡市の国際化推進計画は平成 15 年度に制定され、2015 年を目標年次としている。具

体的な数値目標が置かれ、その実現にむけて庁内で担当課長会議を月 1 回実施している。

（３）国際交流 

姉妹都市交流では釜山及び広州との交流が盛んである。それ以外は文化、スポーツ交流や

周年事業を実施しているだけである。

広州については福岡からの技術協力、人材育成を中心に交流事業を行ってきたが、近年は

経済力がつき、独自に課題を解決するようになった。

釜山との間は、福岡・釜山インターリージョナル国際戦略総合特区という国境を越えた経

済圏の形成を目指している。とくに韓国側の動きが活発である。

中国との交流において竹島尖閣諸島の影響は少なかったが、新型インフルエンザやリーマ

ンショックの際は交流事業全体に影響を与えた。
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（４）国際ネットワーク 

アジア太平洋こども会議とアジア太平洋都市サミットの二つのネットワークを持ってい

る。アジア太平洋都市サミットは隔年に会議が実施されるもので、首長が一堂に会して意見

交換や都市連携ネットワークの構築を行っている。テーマは毎回異なり開催都市の意向でテ

ーマが確定する。

予算は特に定めておらず、会議主催自治体の負担になっている。会費は年間費 1 万円で

あるが、それすら滞納している自治体もある。また、現在のところこの会費を事務局経費な

どに充当しておらず、積み立てている。規約なども特に定めず「緩い」連携となっている。

事務局は財団法人福岡アジア都市研究所であり、プロジェクトの企画も手掛けている。

図表 5-12 アジア太平洋都市サミットの概要

開 始 年 1994 年（平成 6 年）

テーマ・目的 アジア太平洋の都市の首長が集まり意見交換する中で、都市問題の解決に向けた相互協

力、さらには都市の一層の発展に向けたネットワークの構築を推進することを目的。

中 心 団 体 アジア太平洋都市サミット事務局：財団法人福岡アジア都市研究所

開 催 頻 度 隔年

参 加 都 市 海外 13 カ国 20 都市、国内 9 都市（2011 年 3 月現在）

予 算 額 2,823 万円（平成 22 年度見込）

備 考 廃棄物埋立技術「福岡方式」をはじめとする福岡市のノウハウ・技術を活用した活動を実

施（国連ハビタットや JICA との連携等による研修生の受入れ、職員の現地派遣など）

U R L http://www.urc.or.jp/summit/ 

図表 5-13 アジア太平洋こども会議イン福岡の概要

開 始 年 1989 年（平成元年）

テーマ・目的 アジア太平洋地域の子どもたちの相互交流により、国際感覚あふれる青少年を育成すると

ともにアジア太平洋地域の相互理解を促進させ、世界の平和と共生を実現させることを目

的とする。

中 心 団 体 NPO 法人アジア太平洋こども会議・イン福岡

開 催 頻 度 毎年ホームステイを実施

参 加 都 市 アジア太平洋約 40 の国と地域

予 算 額 5,500 万円（平成 22 年度福岡市予算）

備 考 事業内容としては、①派遣事業（日本の子どもたちの海外でのホームステイ等）、②招聘

事業（海外の子どもたちの日本でのホームステイ等）、③交流事業（招聘した海外の子ど

も達との交流イベント等）、④サポート事業（過去の参加者とのつながり等）、⑤情報提供

事業、⑥ボランティア育成事業、などがある。

U R L http://www.apcc.gr.jp/ 
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主催都市としてメリットは福岡の知名度を高めること、その他会員については海外の新興

都市についてはシティプロモーションの一環としてメリットがあると考える。

その他、ベンチマークシティ連携がある。これは都市の魅力を数値化等により計り、問題

点を改善することを目指している。これはマイクロソフトとボーイングが支店設置のために.
参加都市の都市環境を調査したことを由来としている。

（５）経済交流 

福岡市は大企業の工場が立地していないため、労働力としての外国人の比率は低い。物

流・観光などのゲートウェイとしての機能が主である。水産物、農産物の国際輸出拠点とな

ること、その他バックヤード型事業の誘致を目指している。また、福岡県がコンテンツ事業

の誘致を進めており、福岡市もそれと連携している。

特に注目されるのは、釜山との広域経済圏構想である。船でも数時間で到着する二つの港

湾都市が連携し、それに特別な規制緩和を行うことで、福岡市の国際都市としての機能は拡

大すると考えている。これについて、韓国側は大統領の支援のもの、釜山広域市が積極的に

推進している。

（６）観光 PR 

福岡市は、市内の観光魅力に欠ける。ゲートウェイだけでなく、滞在してもらう必要があ

ると考えている。今後駅前開発が進み、外国人が滞在しやすい環境、（宿泊、買い物、文化

施設）を整える必要がある。

（７）外国人生活 

オールドカマーはすでに日本人と同じような生活をしており、外国人としての課題はない。

労働者クラスの外国系住民も少ない。多いのは留学生であり、彼らの地域での受け入れ体制

を考える必要がある。特に、福岡では外国留学生が重大犯罪を起こした経緯もあり、地域も

大学も住民も、留学生等を孤立させない仕組みが必要であると考える。

（８）庁内連携 

国際化戦略の推進会議を月 1 度行っている。県とは一緒に業務をする機会があれば、そ

の際に打ち合わせを行う程度。

（９）コメント 

・物理的な圧倒的な強みと、アジア重視という先見性に支えられた交流である。福岡県全体

の方向性と、福岡市や周辺諸国のベクトルが共通しており、相乗効果を出している。各種

ネットワークや国際会議のテーマなど、少しずつ力点の置き方が異なる。これが良い補完
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関係を作っている。北九州市＝モノづくり、福岡市＝物流、ソフト産業と特徴があり、そ

れをまとめる福岡県は他地域の観光資源、農産物も含めた総合的な動きとしている。

・アジアを主たる交流対象と絞った、これまでの地方自治体の努力が国に認められ、追い風

が吹いている。これは、先見性のあるリーダーの圧倒的な指導力で事業が進んでいるのが

随所に感じられた。また、福岡県の経済会も九州電力やガス、鉄道などのインフラサービ

スだけではなく、大手、中小の製造業、物流業などが主体的に意見やアイデアを出してお

り、それが政策に反映されている。

・ただし、福岡県のヒアリングの担当者の発言から、必ずしも担当者レベルで十分な意見交

換をしていないようにも感じられた。住民（企業）や首長レベルで調整がうまくいってい

るように感じられただけに、残念であった。
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９．武蔵野市 

人口

（平成 22 年国勢調査）
138,813 人

外国人登録者数

（法務省、平成 21 年 12 月）
2,358 人（上記に対する割合 1.7%）

（１）当該都市の特徴 

武蔵野市は、人口 14 万人ほどの都市であるが、外国人登録者数は約 2,400 人と人口比率

約 1.7%となっている。外国人の集住地区があるわけでなく、分散して居住している。これ

は市内にある 6 大学への留学生が多いことによる。市内の人口は転入・転出が多く、概ね

13 万人前後で一定となっているが、外国人比率は高まっている。

転入・転出が多いという面があるが、住民に外国語のできる人材が多い点が強みと言える。

留学生が多いので、長期による地域との共生が難しい面がある。

（２）国際化推進計画 

昭和 61 年に策定した「武蔵野市平和問題懇談会」のみ。国際交流は平和都市の設立に寄

与するとの考えで進めている。国際交流を経済交流につなげる視点はない。

現在、中期計画を策定している。しかしながら、重要度は低く、満足度も高いため国際化・

多文化共生は重点課題にあがっていない。

（３）国際交流 

現在、市では青少年交流に特化して実施している。姉妹都市については、戦略的に決定し

たのでなく、なりゆきで締結したものが多い。

（４）外国人生活 

市の情報提供のみを市で実施している。その他の生活相談等については、公益財団法人武

蔵野市国際交流協会（MIA）が企画から実行までを実施している（武蔵野市から 6,500 万

円程度の補助金は投入している）。MIA に企画までまかせている理由としては、①そもそも

国際化プランがない、②法人化も達成し信頼度がある、③MIA の人材が豊富である、など

の点による。

市の広報誌は、日本語版の翻訳ではなく、外国人向けにオリジナルで作成し直している。

それは、日本人向け広報と外国人の知りたい情報は一致していないことを前提にしているた

めであり、情報誌・冊子作成の際は留学生など当事者を入れてどういった情報がほしいのか

確認作業を必ずいれている。
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（５）庁内連携 

多文化共生を謳うのであれば、各担当課で情報発信、外国人対応ができるべきであるが、

現在のところすべて相談は国際課にまわってきている状況。窓口対応できないと、国際課の

スタッフが窓口に行き、対応するというのが実態である。

ワーキングスタッフという制度があり、イベントや海外からの青少年交流などが行われる

際は応援に参加する。

（６）関係団体 

公益財団法人武蔵野市国際交流協会（MIA）が外国人相談事業など多文化共生の中心的

な役割を果たす。「武蔵野市-ブラショフの会」が会費を集めて毎年留学生を招いている団体

もあるが、中心は MIA。
MIA のスタッフは 8 名。理事長 1 名、常勤理事 1 名、事業担当 4 名、総務 1 名（市から

派遣）となっている。その他はボランティアで活動している。

活動内容は、①生活コミュニケーション支援（日本語学習、多言語相談、留学生と市民の

交流事業、生活情報の提供、通訳者派遣）、②多文化共生の地域づくり（国際交流まつりの

実施、ワークショップの実施、ボランティア活動説明会の開催、他団体支援）、③情報発信、

である。

日本語学習のボランティアになる

ためには資格が必要である。多文化

共生のあり方などを学ぶ研修を 10
回実施。研修実習にも 5 回以上参加

する必要がある。日本語学習は①教

室活動と②マンツーマン活動のセッ

トで行われており、「武蔵野方式」と

も呼ばれている。

日本語学習のコーディネートは大

変である。よって、ボランティアの

うち優秀な人 2 名をコーディネータ

として有給としている。その下に、

サブコーディネータを配置し、その下に一般の日本語交流員がいる。

相談会については、年に 2 回、予約なし、専門家がすべて揃った相談会を実施。また、

月に 1 度予約ありの相談会を実施。

最近は、ボランティアに外国人が参加するようになってきた。

事業実施は、自主事業推進委員会が決定する。ボランティアは自分が行いたい事業を提案

できる。委員会で認められれば、1 事業 5 万円までの事業費がつき実現可能。最近では、地

域医療に関して、日赤の医師の講演実施や問診票の翻訳などが実施された。

図表 5-14 日本語学習の様子

出典：公益財団法人武蔵野市国際交流協会 HP
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予算は 7,000 万円程度。会費 100 万円程度、参加費 200 万などの収入はあるが、ほとん

どが武蔵野市の補助金である。

参加する外国人及びボランティアは武蔵野市以外の人も多い。在勤、在住の割合は 60%
程度。武蔵野市から補助金をもらっているので、人気のある講座（日本人向け中国語会話教

室など）は武蔵野市民を優先しているが、その他は制限していない。市には理解いただいて

いる。

ボランティアは、熟年だけでなく若い人も多くなってきた。学生にもっと参加してほしい

が、日本人・留学生ともにバイトで忙しそうである。

（７）コメント 

・MIA の活動形態は住民参加型の多文化共生の実現という意味で理想形といえる。ボラン

ティアにどれだけやりがいを感じてもらうか、ボランティアが動きやすい環境をつくるか

が重要となる。

・完全に任せてしまうという市のスタンスも参考とすべき点があるのでないか。


