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Ⅵ 国際都市ネットワークの事例研究 

札幌市における今後の海外の自治体間のネットワークづくりやネットワーク活用方法を

検討するため、現在、他地域で取り組みが進められている自治体間ネットワークの実績・成

果等について以下に整理する。なお、他の政令指定都市中心の都市ネットワークについては

前章に記載している。

１．世界大都市圏協会（METROPOLIS） 

大都市が直面する問題に対処するための都市間協力を支援するために 1984年に設立され

た都市間ネットワークである。100 万人以上の人口を有する 68 の都市の連合体となってい

る。現在の加盟都市には、パリ、トロント、北京等がある。

主な活動としては、①3 年ごとの国際会議の実施、②大都市における都市計画作成の補助、

③会員間の情報交換となっている。

（１）沿革

1985 年 大都市と大都市圏の共通課題や問題に取組むことを目的に創設。

2004 年 同年創設された UCLG（United Cities and Local Governments, 都市・自

治体連合）の大都市部門（Metropolitan Section）との位置づけになる。

2007 年 ブリュッセルで開催の第 1 回国際フォーラム「ダイナミックな都市は女性を

必要としている」において、世界大都市圏協会女性ネットワークが組織され

る。

2008 年 世界大都市圏協会と UCLGアジア太平洋部門が協力関係を結ぶことに合意。

その地域のネットワーク構築へとつながる。

シドニーで第 9 回世界大会「都市を結ぶ」開催。

2009 年 「都市改革に向けた連合」事業の協働パートナーとして、世界大都市圏協会

と CISCO システム社との間で合意成立。

都市開発への国際基金（FMDV）が「大都市と危機」会議でスタートし、パ

リで式典。

2010 年 役員会議が 10 月にバルセロナで開催。
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（２）メンバー

2010 年 8 月時点で 119 都市。ヨーロッパ・南北アメリカ・アジア・アフリカ・オセアニ

アと世界あらゆる地域から参集している。ただし、日本の都市の参加はない。

（３）ミッション

○環境・経済・社会・文化の様々な側面の都市の持続性（urban sustainability）において、

領域を超えたアプローチと相互関係の促進をはかる。

○すでに都市化されている大都市圏、ならびに急速な都市成長の過程にある地域の双方で活

動する。

○諸機関と行政レベルの間で、公的―私的活動と協働プロジェクトを定義する。

（４）アクションプラン 2009-2011

「アクションプラン 2009-2011」は「2005-2008 第三次プラン」の継続として成立し、

協会の戦略、方針、今後 3 年に向けた活動を記述している。

世界大都市圏協会は、国際社会の場で大都市の利益を代表する先進的国際ネットワークと

して創設された。協会の４つの方針は、

①メンバーと協力者間に交流と協力のためのネットワークを提供する

②国際レベルで大都市ならびに大都市圏の利益を代表する

③他の機関とのパートナーシップを拡大する

④国際的な非中央集中的機関（decentralized organization）として存在を強化する

としている。

（５）加盟

加盟を希望する地方権威体（local authority）や組織は、所定の申請書に記入の上、バル

セロナの事務局に提出することになる。すべての申請は役員会議で審議対象となり、審議の

上、加盟となる。

（６）会費

申請書によると、次の 2 種類の支払いが必要である。

金額は不明。

①入会金

②年会費

（７）使用言語

英語・スペイン語・フランス語

図表 6-1 2010 年役員会議の様子

出典：世界大都市圏協会 HP
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（８）ニューズレター

協会 HP からダウンロード可能である。2010 年 9 月発行の第 2 号には、2010 年 10 月バ

ルセロナでの役員会議、都市開発への国際基金（FMDV）会議（6 月イスタンブール、10
月バルセロナ）、国際会議「都市改革に向けたパートナーシップ」（6 月上海）等の要旨が掲

載されている。

（９）近年の開催状況

年 開催都市 会議名／テーマ

2006 トロント（カナダ）

幹部会議( Board of Directors meeting ) 
環境にやさしい地域、都市サービスとインフラへ

の資金供与ほか

2007 ブリュッセル（ベルギー）
第 1 回国際フォーラム

「ダイナミックな都市は女性を必要としている」

2008 
シドニー

（オーストラリア）

第 9 回 Metropolis 国際会議

「都市をつなぐ」

2009 モスクワ（ロシア）
幹部会議( Board of Directors meeting ) 
「都市開発への国際資金」

2010 バルセロナ(スペイン) 
役員会議( Board Meeting ) 
都市改革、大都市地域の行政と開発ほか

2011 
（予定）

ポルトアレグレ

（ブラジル）

＊カイロから変更

第 10 回 Metropolis 国際会議

「過渡期にある都市」

（１０）事務所所在地・コンタクト先

バルセロナ市（スペイン）＊UCLG の本拠地と同じ

コンタクト先

Metropolis Secretariat General 
Avinyo, 15. 08002 Barcelona （Spain）

Phone: +34-93 342 94 60 
Fax: +34-93 342 94 66 
metropolis@metropolis.org 
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２．都市・自治体連合（UCLG：United Cities and Local Governments） 

自治体間の協力を振興し、民主的な自治の価値観や利益等の促進を図るため 2004 年に創

設された自治体間ネットワークである。95 カ国の約 1,000 以上の都市による構成されてい

る。都市の抱える諸問題についての協議や連携した取り組みの推進を行っている。また、人

材育成のため研修を実施している。

（１）沿革

2004 年 国際社会における地方・地域の自治体の利益を守り、効率的な非一極集中化

と自治の促進のために創設。創設会議がパリで開催される。

2005 年 北京で第一回国際会議開催。UCLGの委員会と作業グループが設立される。

国連で地方自治体の助言的役割が承認され、UCLG が国連地方自治体諮問

委員会（United Nations Advisory Committee of Local Authorities）の多数

の議席を取得。

2007 年 第二回国際会議が韓国の済州島で開催。2,000 人近い市長や自治体の首長が

参集し、都市拡大がもたらしたもの、地域の協力、今後の取組みについて議

論。

2010 年 第三回国際会議がメキシコシティで開催。世界や各地域が直面している重要

課題について次の三つのテーマで議論。「世界的な危機」「地方のもつインパ

クト」「2030 年の都市―地方：地域の自治」

（２）メンバー

1,000 を超える市と地域がメンバーであるほか、112 の関連団体が所属。人口数でいえば、

世界全体の半分を越える人々を代表している。

（３）セクション

7 つの地域セクション（例：北米、ユーロ・アジア、アジア太平洋…）と大都市セクショ

ンからなる。

（４）ミッション

民主的な地方自治の統一的な発信機

関・支援機関として、地方自治体間なら

びに広く国際コミュニティでの協力を通

じ、その価値・指針・利益を促進する。

出典：都市・自治体連合 HP

図表 6-2 都市・自治体連合体制図
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（５）方針

①世界中で堅固かつ効率的な民主的自治体を促進する

②メンバー間の結束と協力を推進する

③国際社会、特に国連と関連機関での効果的な政治的発言力を確立する

④自治体についての重要な情報源になる

⑤学び・交流・能力開発の世界的な源になる

⑥組織を支援し自由で自立した地方自治体とその国の関連機関を強化する

⑦優れた統治、持続性、社会的包括（social inclusion）の原則に基づき、経済的・社会

的・文化的・職業的・環境的開発を促進する

⑧民族・性別間の平等を促進し、あらゆる形態の差別と闘う

⑨統治における地方の多様性を反映した強力で民主的な組織となる

⑩非一極集中的協力、国際協力、地方自治とその関連機関における接近とパートナーシッ

プの醸成を促進する

⑪プログラムと推進事業を開発する

（６）会員権（メンバーシップ） 

①地方自治体メンバーシップ

 独立した市や地方自治体、国単位の地方自治体協会向け

②国際機関メンバーシップ

 地方自治体の特化されたカテゴリーを代表する、または特定の領域課題を扱う自治体国

際機関向け

③関連組織メンバーシップ

 地方自治体関連事項について、強い関心を抱く、または関わっている組織向け

（７）年会費

すべてのカテゴリーのメンバーは年会費の支払いが必要。地方自治体メンバーに対する会

費額は、メンバーが代表する住民の数、所属国の経済状況を考慮の上、決定される。

（８）メンバーの条件

申請者は UCLG のミッション、価値、方針の支持、促進、向上に関わる意志を持つこと、

とされている。

（９）加盟方法

申請書をダウンロードの上、作成し、UCLG の事務局に送付する。円滑な手続きにむけ、

地域セクションが相談にのることが可能。詳細はバルセロナの事務局に問い合せのこと。



85 

（１０）ニューズレター

HP に送信申込のページがある。所属・氏名・メールアドレスを記入し送信すれば届く。

言語・頻度・ボリュームについては不明。

（１１）近年の開催状況

年 開催都市 会議名／テーマ

2004 パリ（フランス）
UCLG 創設会議（第 1 回国際会議）

国際社会での自治体の利益の代表と擁護

2005 北京（中国）
国際委員会会合

各種委員会と作業部会の設置

2007 済州島（韓国）
第 2 回国際会議

都市拡大の影響・地域間協力・未来への挑戦

2008 イスタンブール（トルコ）
国際委員会会合

社会的包括( Social Inclusion ) 

2009 広州（中国）
国際委員会会合

援助の効率性と自治体

2010 
メキシコシティ

（メキシコ）

第 3 回国際会議

世界規模の危機、地方のインパクト、2030 年の都

市

（１２）事務所所在地・コンタクト先

バルセロナ市（スペイン）＊UCLG の本拠地と同じ

コンタクト先

Metropolis Secretariat General 
World Secretariat 

Carrer Avinyo, 15 08002 Barcelona（Spain）
Phone: +34-933 428 750 
Fax: +34-933 428 760 
metropolis@metropolis.org 
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３．ユーロシティーズ（EURO CITIES） 

欧州における都市が、定期的に会合を持ち共通課題について検討する必要性や、欧州の諸

機関とコミュニケーションする際の政治的なプラットフォームの必要性から、1986 年にバ

ルセロナ・バーミンガム・フランクフルト・リヨン・ミラノ・ロッテルダムの 6 都市の市

長により創設された。

（１）沿革

1986 年 バルセロナ・バーミンガム・フランクフルト・リヨン・ミラノ・ロッテルダ

ムの 6 都市の市長により創設。欧州の都市が定期的に会合を持ち共通課題に

取組むほか、欧州の諸機関とコミュニケーションする際の政治的なプラット

フォームが必要との考えから。

1991 年 加盟都市数が 42 まで拡大。

1992 年 ブリュッセルに小さな事務局を開設。第 1 回年次総会を開催。

（２）メンバー

欧州 36 カ国から 140 の都市が加盟。

（３）基本理念

すべての欧州市民が質の高い生活を送ることのできる持続的な将来を共通のビジョンと

し、そのために協働する。

（４）戦略的方針

①社会的側面＜包括的都市＞

貧困・社会的疎外との闘い、あらゆる人への機会均等と高いサービス、多様性の尊重、

すべての人に向けた知識・情報社会

②経済的側面＜繁栄する都市＞

持続的な都市の経済発展、新たな雇用機会の創出、質の高いサービスへのアクセス、都

市の安全性

③環境的側面＜持続的都市＞

効率的な手法を用いた環境・都市計画の統合的アプローチ、環境の質の向上に向けた活

動、利便性が高く安全で包括的な交通ネットワーク、責任のある消費行動

④文化的側面＜創造的都市＞

政策における文化の重要性の認識、すべての人が容易に文化にふれ参加できる環境
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⑤統治的側面＜参加と協力＞

政策決定への都市の参加と実行、公的業務の近代化と電子政府（e-government）、都市

間の国際的なネットワークと協力体制づくり

（５）会員権（メンバーシップ）

通常、25 万人以上の住民のいる国際的視点で地域の重要な中心地となっている都市がメ

ンバーになることができる。

①正会員

欧州の主要都市で、選出された地方・地域の自治体が会員になることができる。EU 加

盟国の都市も正式会員への道がある。

②アソシエイト会員

上記以外の欧州の市がなることができる

③アソシエイト・パートナー

上記にあてはまらない地方の権威組織向け。特定の EUROCITIES のフォーラムや作

業部会に参加の可能性あり。

図表 6-3 ユーロシティーズ（EURO CITIES）のメンバー一覧

出典：ユーロシティーズ HP
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（６）加盟方法

申請書を記入し、ブリュッセルの事務所に送付する。

（７）近年の開催状況

年 開催都市 会議名／テーマ

2006 マンチェスター（英国）

総会

「知識経済（knowledge economy）とリスボン・

ゴール」

2007 グダニスク（ポーランド）
総会

「行動の連帯―密着した都市の創造」

2008 デンハーグ（オランダ）

総会

「活発な都市の建設―近代的な市民性と統合的行

政」

2009 
ストックホルム

（スウェーデン）

総会

「都市の挑戦―持続的な解決」

2010 ザラゴザ（スペイン）
総会

「成功した都市―ビジョンとアイデンティティ」

2011 
（予定）

ジェノバ（イタリア）
総会

「民衆のためのプランニング」

（８）事務所所在地・コンタクト先

ブリュッセル（ベルギー）

コンタクト先

Square de Meeus 1 
B-1000 Brussels（Belgium）

Phone: +32-2 552 08 88 
Fax: +32-2 552 08 89 
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４．北東アジア地域自治体連合 

（NEAR：The Association of North East Asia Regional Governments） 

北東アジア地域自治体連合（NEAR）とは、北東アジア地域の交流・協力の促進、共同発

展及び世界平和への寄与を目的に、1996 年に設立された自治体による国際組織である。

現在、日本、中国、韓国、北朝鮮、モンゴル及びロシアの 6 か国 70 自治体が会員として

参加している。

（１）沿革

1993 年 島根県（松江）で開催された中国・日本・韓国・ロシア 4 カ国の自治体の首

長が参加した北東アジア地域自治体会議スタート

1994 年 第 2 回会議（兵庫県）、第 3 回会議（ロシア・ハバロフスク）を経て、北東

アジアの自治体による永続的な国際機構設立の必要性が確認される

1996 年 韓国・慶尚北道で開催の会議に 4 カ国 29 自治体が参加、北東アジア地域自

治体連合が結成される

1996 年 第 1 回総会（韓国・慶尚北道） 公式スタート

1998 年 第 2 回総会（富山県）

2000 年 第 3 回総会（兵庫県）

2002 年 第 4 回総会（ロシア・ハバロフスク）

2004 年 第 5 回総会（中国・黒龍江省） 慶尚北道に事務所設置を決定

2006 年 第 6 回総会（韓国・釜山）

2008 年 第 7 回総会（中国・山東省）

2010 年 第 8 回総会（韓国・京畿道）

（２）基本理念

北東アジア地域自治体が、互恵・平等の精神に基づいて、行政・経済・文化などすべての

分野における交流協力を一層高めることで、北東アジア地域の共同発展を目指すと同時に、

世界平和に寄与する。

（３）メンバー

6 カ国 70 自治体（2010 年 10 月時点）。日本からは 10 自治体が加盟（青森県、山形県、

新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県）。
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（４）組織

NEAR の組織としては、総会（首長級会合）、実務委員会（部局長級会合）等のほか、会

員自治体から提案された事業やプロジェクトを推進する 11 の分科委員会が置かれている。

総会は、会員自治体の代表で構成する最高議決機関であり、隔年開催される。

（５）分科委員会

実務委員会の補助機関として次の 11 の分科委員会が設置されている。分科委員会は、課

長級職員で構成されており、各分科委員会には、連絡・調整を行うコーディネート自治体が

置かれている。（カッコ内は各分科委員会のコーディネート自治体）

①経済通商（韓国・慶尚北道）

②教育・文化交流（島根県）

③環境（富山県）

④防災（兵庫県）

⑤国境地区協力（ロシア・アムール州）

⑥科学技術（韓国・京畿道）

⑦海洋漁業（中国・山東省）

⑧観光（中国・河南省）

⑨鉱物資源開発・調整（ロシア・マガダン州）

⑩エネルギー・気候変動（韓国・大邱広域市）

⑪女性・児童（モンゴル・ドルノド県）

（６）会員の範囲

北東アジア地域に位置する中国・日本・モンゴル・大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国・

ロシア等の諸国の自治体で、「連合」の設立目的に賛同する広域地方自治体。総会の議決に

より範囲の拡大が可能。

（７）会員加入手続き

①会員加入申請書作成、NEAR 事務局に提出

②オブザーバー会員資格付与

③定期総会承認→正式会員加入

図表 6-4 会議の様子

出典：北東アジア地域自治体連合 HP
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（８）近年の開催状況

年 開催都市 会議名／テーマ

2002 ハバロフスク（ロシア）
第 4 回総会

事務局設置提案。共同実務機構の構成ほか

2004 黒龍江省（中国）

第 5 回総会

事務局設置決議。国境地区協力分科委員会新設ほ

か

2006 釜山（韓国）
第 6 回総会

諮問委員会新設、科学技術分科委員会新設ほか

2008 山東省（中国）
第 7 回総会

海洋・漁業文化、観光、各分科委員会の新設ほか

2010 京畿道（韓国）

第 8 回総会

鉱物資源開発・調整、エネルギー・気候変動、女

性・児童、各分科委員会新設ほか

（８）コンタクト先

NEAR 事務局

韓国 慶尚北道浦項市南区芝谷洞 601 番地 浦項テクノパーク 3 階

Phone: +82-54-223-2317 
Fax: +82-54-223-2309 
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５．フィンランド・ロシア近隣地域協力事業 2004-2009 

（Finnish-Russian neighbouring area cooperation 2004-2009） 

フィンランド・ロシア近隣地域協力事業は 1992 年の両国政府間合意に基づき実施される

アクションプランであり、フィンランドとフィンランド国境に隣接するロシア北西部（ムル

マンスク地域、カレリア共和国、レニングラード地域、サンクトペテルブルク市）の持続可

能な経済発展を実現することを目的に実施したものである。

アクションプランの実行にあたっては、

フィンランド政府とロシア側の自治体と

の間で事業実施を行っており、具体的には

関係地域が参加したフィンランド・ロシア

近隣地域協力協会が立ち上げられた。

協力事業の最終的ゴールは、以下の 3 つ

とされている。

①近隣地域の地域の持続的経済・社会の

発展

②環境保護、核安全の促進、薬物・組織

犯罪の撲滅、伝染病拡大防止

③法制度の改革、改善、効率化などの実

現

目標の実現にあたっては対象地域の潜在能力を引き出し、競争力をつけることがもっとも

効果的・効率的であると考えられ、また地域の経済格差の解消や多様な産業分野が同時に発

展することが重要だとされている。

そして、実現に向けては政府当局だけでなく、市民、地域全般が参加することが重要とな

っている。実際に、政府間の協定があることによってアクションプランを推進する段階で、

フィンランド、ロシア双方の産学官関係者の協力関係がスムーズに進むことが可能となって

いる。

また、2004 年から 2009 年まで期間を限定して協力関係を結んでいる点も注目すべき点

である。

（１）実施期間

2004 年～2009 年

（２）対象地域

フィンランド 

ロシア 

ムルマンスク地域 

カレリア共和国 

レニングラード地域 

サンクトペテルブルク市

スウェーデン 

ノルウェー 

図表 6-5 フィンランド・ロシア隣接地域協力事業 

関係位置図 
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フィンランド及びロシア北西部（ムルマンスク地域、カレリア共和国、レニングラード地

域、サンクトペテルブルク市）を対象とする。

（３）事業に投入された予算

2004 年から 2009 年までの期間全体で約 1 億 1,200 万ユーロ（約 135 億円）。

予算は両国の政府予算のほか、国際機関の資金によって実施され、その管理・監督は政府

レベルで実施されている。

フィンランドからアクションプログラムへの資金的サポートには 2 つのパターンがとら

れている。1 つは両国の関係者が実施する事業に直接資金提供を行うものであり、これはフ

ィンランドからの輸出拡大や技術供与を目的とした事業が対象となっている。一方、ロシア

で実施される事業への投資は、環境保全と核対策分野の事業に限られ、その主な出資者がロ

シア政府か国際金融機関が参加していることが条件となっている。

（４）事業カテゴリーと総数

下記カテゴリーに該当する約 500 のプロジェクトを実施

＜カテゴリー＞

①環境保護（核エネルギー安全や海洋環境保全を含む）、②運輸・通信部門、③通関部門

の協力、④福祉・健康、⑤農林業、⑥エネルギー、⑦中小企業支援、⑧教育・訓練、⑨国境

における犯罪・紛争対策、の 9 カテゴリー

プロジェクト実施の優先順位の決定については両国の各地域ワーキンググループに委ね

られている。その優先順位の決定にあたってはプロジェクトの緊急性、経済効果のほか、他

地域での展開可能性を含めて判断されている。

（５）事務所所在地・コンタクト先

フィンランド外務省 ロシア課

コンタクト先

Ministry for Foreign Affairs 
Department for Russia, Eastern Europe and Central Asia 

Unit for Neighboring Area Cooperation （ITA-24）
Laivastokatu 22, Merikasami G 

Phone: (09) 1605 5629 
e-mail: ita-24@formin.fi 
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Ⅶ 姉妹都市交流の状況 

これからの姉妹都市交流のあり方を検討するため、札幌市の姉妹都市の取り組み状況と各

姉妹都市の札幌市以外の交流状況について整理を行う。

１．ポートランド市（アメリカ） 

（１）概要

ポートランド市は、オレゴン州北西部に位置する都市である。人口は約 57 万人であり、

アメリカ西海岸における貿易、商業の重要な拠点となっている。

札幌市とほぼ同緯度に位置しており、地勢、風土なども似通っているほか、歴史的にも、

共に百数十年前に開拓者によって開かれ、現在はオレゴン州、北海道それぞれにおける産業、

経済、文化の中心地となっているなど共通点が多かったことが契機となり、1959 年に姉妹

都市提携が実現した。

両市の交流は、市民が中心となりさまざまな分野で進められてきており、現在約 100 団

体が姉妹団体提携を結んでいる。こうした市民の「草の根交流」は、2004 年にポートラン

ドで交流の中心となっている「ポートランド・札幌姉妹都市協会」が日本政府より「日米交

流 150 周年記念外務大臣表彰」を授与されるなど国際的に高い評価を得ている。

2009 年に姉妹都市提携 50 周年の大きな節目を迎え、市長や市民団の相互訪問をはじめ、

様々な記念事業を実施した。

（２）２００９年度の活動

2009 年 5 月 ・札幌フィルハーモニー管弦楽団がポートランドから指揮者を招き、札幌

－ポートランド姉妹都市提携 50 周年を記念する特別演奏会を開催

2009 年 6 月 ・札幌－ポートランド姉妹都市提携 50 周年を記念して、札幌市民 47 名か

らなる市民訪問団がポートランドを訪問、ローズ・フェスティバル等を見

学

2009 年 7 月 ・札幌－ポートランド姉妹都市提携 50 周年を記念し、さっぽろ夏まつり

納涼ガーデンに「ポートランド記念広場」が登場、ポートランドの地ビー

ルを販売

2009 年 9 月 ・北海道陶芸会が同会創立 40 周年を記念し、ポートランドから陶芸家 30
名を招いて合同展を開催

2009 年 10 月 ・「第 34 回札幌マラソン大会」にポートランドを紹介するブースを設置
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ポートランド★

●アシュケロン

●ハバロフスク

●ボローニャ

●ムタレ

コリント●

●札幌市

グアダラハラ●

蘇州市●

●高雄市

●蔚山広域市

・ポートランドマラソン・ツアー2009 に 15 名の市民が参加

・札幌の姉妹都市パネル展開催（札幌地下街オーロラコーナー）

・札幌－ポートランド姉妹都市提携 50 周年記念 第 41 回英語弁論大会を

開催。大学・一般の部にはポートランド市民 2 名が審査員として参加

2009 年 11 月 ・札幌-ポートランド姉妹都市提携 50 周年を記念するポートランド親善訪

問団 59 名が来札

・札幌市立宮の森小学校がポートランドのリッチモンド小学校と姉妹校提

携調印

・札幌フィルハーモニー管弦楽団の 15 名がポートランドを訪問し、オレ

ゴン・プロアルテ室内管弦楽団と合同で親善コンサートを開催

2010 年 1 月 ・札幌-ポートランド姉妹都市提携 50 周年記念 姉妹校親善訪問団 7 名が

ポートランドを訪問

2010 年 2 月 ・「さっぽろ雪まつり国際雪像コンクール」にポートランドから 3 名が、

ノボシビルスクから 2 名が参加

2010 年 3 月 ・「2010 年姉妹都市フェスティバル」を開催

・第 41 回英語弁論大会優秀者 4 名と引率 1 名を親善使節としてポートラ

ンドへ派遣

（３）ポートランド市の姉妹都市 

ポートランド市は、現在、札幌市以外に 9 都市と姉妹都市交流を行っている。ただし、

最も姉妹都市交流が長いのは、1959 年から交流を続けている札幌市である。

他の姉妹都市では、札幌市に近い冬の都市である、ハバロフスク市が姉妹都市に含まれて

いる点や中国の江蘇市と台湾の高雄市が同じ姉妹都市になっている点などは注目すべき点

である。以下に、姉妹都市の状況と 2010 年度の活動内容を記載する。

図表 7-1 ポートランド市の姉妹都市の状況 
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①グアダラハラ市（メキシコ）（1983 年～）

②コリント（ニカラグア共和国）（1985 年～）

③アシュケロン市（イスラエル）（1987 年～）

④蔚山（ウルサン）広域市（韓国）（1987 年～）

⑤高雄市（台湾）（1988 年～）

2010 年 3 月、ポートランド市長が同市で行われた「第 22 回ドラゴンボートレース」

の開幕において、幸運を呼ぶ「竜の目の書き入れ」を行った。ポートランド・高雄姉妹都

市協会により開催されるこのイベントは、ポートランド・ローズフェスティバルのハイラ

イトである。

2010 年 12 月、ポートランド市の職員が高雄市に派遣され、第 1 回高雄リバーフェス

ティバルと河川の改善についての国際フォーラムに参加。

⑥ハバロフスク市（ロシア）（1988 年～）

2010 年 12 月、ハバロフスクの市職員、企業関係者、教育関係者からなる代表団がポ

ートランド市を訪問。市長らと経済発展へのアプローチ、若者の市民社会参加、市とメデ

ィアの関係について議論。

2011 年 3 月、ハバロフスク市長からポートランド市長に、ポートランド・ハバロフス

ク姉妹都市協会が 10 年にわたりハバロフスクの廃棄物処理管理事業の推進にかかわった

ことに対する礼状が届いた。

⑦蘇州市（中国）（1988 年～）

2010 年 6 月、ポートランド・蘇州姉妹都市協会の代表団が蘇州市で開催された各国と

の姉妹都市提携年次祝賀行事（第 30 回）に参加。

⑧ムタレ市（ジンバブエ）（1991 年～）

⑨ボローニャ市（イタリア）（2003 年～）
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２．ミュンヘン市（ドイツ） 

（１）概要

ミュンヘン市はドイツ南部にあるバイエルン州の州都で人口は約 137 万人であり、ベル

リン、ハンブルクに次ぐドイツ第 3 の都市である。街の中心部をイザール川が流れ、川の

両岸には中世から続く古い街並みが広がる。

ミュンヘン市は、ヨーロッパ経済の中心地の一つとして機械工業などが世界的にも知られ

ているほか、地理的にもヨーロッパの中心であることを活かし、さまざまな分野の国際会議、

国際見本市が数多く開催されている。

1966 年に、両市が夏と冬のオリンピックの開催都市に決定したことを契機として人の往

来が頻繁になり、雪まつりにはミュンヘン市長からメッセージが送られるなど実質的な交流

が盛んになったことから、1972 年に両市の姉妹都市提携が結ばれた。

これまで両市の交流は、芸術、文化、スポーツなどの分野で活発に展開されてきたが、姉

妹都市提携 30 周年にあたる 2002 年にスタートした「ミュンヘン･クリスマス市 in 
Sapporo」は好評を博し、2003 年以降も継続して開催されるなど、ドイツ文化を紹介する

初冬季札幌の風物詩として定着しつつある。

また、特に近年は環境分野における交流が盛んになっており、姉妹都市提携 35 周年にあ

たる 2007 年には、札幌市長を団長とする訪問団がミュンヘン市を訪れ、現地での環境セミ

ナーの開催や環境施設の視察などを行い、ミュンヘン市の専門知識、経験を学ぶとともに、

札幌市における環境への取り組みを紹介した。

（２）２００９年度の活動

2009 年 6 月 ・ミュンヘンの成人学校で日本語を学ぶ研修生 22 名と引率者 2 名が日本

研修訪問団として来札

2009 年 7 月 ・ミュンヘンからスポーツ少年団リーダー7 名と指導員 1 名が研修のため

来札

2009 年 8 月 ・北海道札幌開成高等学校吹奏楽部が、ミュンヘンから指揮者のボブ・ロ

ス氏を招いて演奏会を開催

2009 年 10 月 ・「第 28 回ドイツ語暗唱大会」開催

・札幌の姉妹都市パネル展開催（札幌地下街オーロラコーナー）

2009 年 11 月 ・「第 8 回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」開催

2010 年 3 月 ・「2010 年姉妹都市フェスティバル」を開催
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（３）ミュンヘン市の姉妹都市 

ミュンヘン市は、現在、札幌市以外に 6 都市と姉妹都市交流を行っている。ヨーロッパ

との姉妹都市連携が多くなっている。2009 年のミュンヘン市作成の姉妹都市交流レポート

によると、都市ごとに交流の濃淡があることがわかる。以下に、姉妹都市の状況と 2009 年

の活動内容を記載する。

図表 7-2 ミュンヘン市の姉妹都市の状況

①ボルドー（フランス）

2009 年に 4 件の姉妹校提携が締結した。

同年 8 月から 9 月にかけて、ミュンヘンの生徒 25 名が休暇・文化・ホームステイプロ

グラムでボルドーへ訪問を行った。このホームステイプログラムは 2011 年も予定されて

いる。参加は公募で、費用負担は 1 人 980 ユーロであり仏語学習歴が条件とされている。

②シンシナティ（アメリカ）

2009 年 2 月にシンシナティ市長がミュンヘン市を訪問。同年 4 月に、ミュンヘン市の

生徒 11 名がシンシナティへホームステイを経験し、シンシナティでの生徒交流に参加し

た（教師 6 名が同行）。このプログラムは 2011 年も予定されている。参加は公募で、費

用負担は 1 人 980 ユーロであり英語学習歴が条件とされている。

2009 年 8 月～9 月にシンシナティから大学生が訪問。9 月には、ミュンヘン市職員が

姉妹都市提携 20 周年を記念し、シンシナティ市を訪問した。

③エジンバラ（イギリス）

交流活動なし

●札幌市
ボルドー●

●シンシナティ

エジンバラ●

●ハラレ

●キエフ

●ベローナ

ミュンヘン
★



99 

④ハラレ（ジンバブエ）

2009 年にハラレ市のコレラ流行対策に協力した。支援組織と連携し、運搬車購入やハ

ラレ市立クリニックの衛生用品の購入等に資金投入（合計 75,000 ユーロ）などをおこな

っている。また、同年 9 月からミュンヘン・ハラレ女性ネットワークが設置された。

⑤キエフ（ウクライナ）

2009 年 7 月にキエフ市から経済専門家がミュンヘンを訪問。また、同年 9 月には映画

博物館にて「ウクライナ映画のパノラマ」開催され、キエフから芸術家がゲスト出演した。

⑥ベローナ（イタリア）

青少年の休暇プログラムが実施されており、2009 年 4 月はミュンヘンの青少年がベロ

ーナに行き、同年 6 月はベローナの青少年がミュンヘンを訪れている。
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３．瀋陽市（中国） 

（１）概要

瀋陽市は中国東北地方の南部、遼寧省のほぼ中心に位置する同省の省都で、人口 720 万

人を数える中国 5 番目の都市である。機械工業を中心とした中国有数の重工業都市として

発展してきており、近年は更にハイテク産業やサービス産業などの分野においても成長を図

るなど、中国東北地方の政治、経済、文化、交通の中枢都市となっている。

瀋陽市との友好提携は、1979 年の「中日友好の船」の来札が契機となっている。来札し

た「中日友好の船」一行は、瀋陽市と札幌市の友好提携を提案した。翌 1980 年、瀋陽市長

一行を札幌に迎えて、両国の友好関係と世界平和への貢献を念願した友好都市の議定書を交

わすことにより両市の友好都市提携が実現された。

両市は、経済、科学技術、文化、スポーツなど多彩な交流を進めており、特に技術交流に

おいては、医療、上水道、都市建設、防災などの分野で研修生の受入や技術者の派遣を行う

など特色ある交流を展開している。このような中、2010 年（平成 22 年）は両市の友好都

市提携 30 周年を迎えた。

瀋陽市の東南には、中国東北地方最大の国際空港である「瀋陽桃仙国際空港」がある。国

際定期便は、新千歳便を含めた日本との路線のほか、韓国、東南アジア、欧州、北米などの

路線がある。また、国内定期便は中国各地 30 路線以上がある。

（２）２００９年度の活動

2009 年 8 月 ・（財）札幌国際プラザ・札幌姉妹都市協会主催の大学生中国文化・語学研

修派遣により札幌圏の大学生 11 名と国際プラザからの引率者 1 名が瀋陽

を訪問

2009 年 9 月 ・瀋陽の遼寧大学に札幌出身の猪野田三紗子さんが留学

2009 年 9 月 ・札幌－瀋陽姉妹都市提携記念「第 27 回中国語暗唱朗読大会」を開催

2009 年 10 月 ・瀋陽市総工会の代表団 8 人が来札し、札幌市労連ほか関係者と交流

2009 年 10 月 ・札幌の姉妹都市パネル展開催（札幌地下街オーロラコーナー）

2010 年 3 月 ・「2010 年姉妹都市フェスティバル」を開催

（３）瀋陽市の姉妹都市 

瀋陽市は、現在、札幌市以外に 12 都市と姉妹都市交流を行っている。日本の川崎市も、

札幌市との友好都市提携を結んだ翌年に友好都市となっている。
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図表 7-3 瀋陽市の姉妹都市の状況

①川崎市（日本）（1981 年～）

札幌市と姉妹都市を提携した翌 1981 年に川崎市と姉妹都市提携を行った。現在、川崎

市と瀋陽市は、環境分野での交流を通して友好関係をより一層深めるため「循環経済発展

協力に関する協定」を締結している。

②デュッセルドルフ（ドイツ）（1984 年～）

③トリノ（イタリア）（1985 年～）

④シカゴ（アメリカ）（1985 年～）

⑤イルクーツク（ロシア）（1992 年～）

2007 年 9 月に瀋陽とイルクーツクの友好都市提携 15 周年記念として、イルクーツク

において「瀋陽・イルクーツク－友好の記憶」展示会が行われた。展示会で 80 枚の写真

と 20 件の展示物が展示された。

⑥ケソン（フィリピン）（1993 年～）

⑦モンテレー（メキシコ）（1993 年～）

⑧ラマットガン（イスラエル）（1993 年～）

⑨城南（ソンナム）市（韓国）（1998 年～）

2011 年 1 月に城南市の学生代表団が瀋陽市にある中学部を訪問した。中韓の学生たち

はパーティーしながら交流した。

⑩ヤウンデ（カメルーン）（1998 年～）

⑪テッサロニキ（ギリシャ）（2005 年～）

⑫カトヴィツェ（ポーランド）（2007 年～）

瀋陽 市★ ●札幌 市

デュッセルドルフ●

トリノ●
●シカゴ

● イル クーツ ク

城南市 ● ●川 崎市

● ケソン

●ラマットガン

●テッサロ ニキ

●ヤウンデ

●カトヴィツェ

●モン テレー
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４．ノボシビルスク市（ロシア） 

（１）概要

ノボシビルスク市は、ロシア中央部ノボシビルスク州の州都であり、シベリア連邦管区の

中心都市である。また、現代ロシアにおける芸術、文化、学術の一大中心地として発展を続

ける街である。現在の人口は約 139 万人であり、世界で最も人口が急成長した都市として

知られている。

本市との交流は、1974 年に開催された「大シベリア博」へのノボシビスルク市の参加を

契機に始まったもので、以後 16 年間にわたって、両市長の相互訪問をはじめ、市民レベル

にあっても芸術、文化、スポーツ、青少年交流など多くの分野で着実に友好関係が育まれて

きた。このような市民交流の活発化を背景に 1990 年 6 月姉妹都市提携が実現した。

ノボシビルスク市は旧ソ連時代から音楽、バレエ、演劇など優れた芸術･文化を誇ってお

り、この特色を活かして本市との間でも多彩な芸術･文化交流が繰り広げられているほか、

姉妹都市提携と同時に交わされた「札幌市とノボシビルスク市との交流に関する覚書」に基

づき、学術、青少年、スポーツ、経済などの分野でも様々な交流が展開されている。

ノボシビルスク市では 1999 年から「シベリア雪像フェスティバル」が開催されている。

このイベントは「さっぽろ雪まつり」をヒントに始められ、今ではノボシビルスク市民に欠

かせないイベントに成長している。

（２）２００９年度の活動

2009 年 4 月 ・ノボシビルスクのノボシビルスク総合大学とシベリア交通大学から各 3
名の学生が 4 月から 3 ヶ月間、北海学園大学で学ぶため来札

2009 年 7 月 ・シベリア北海道文化センター主催の日本語教室の生徒であるノボシビル

スク市民 4 名が来札。札幌市内施設の視察、学校訪問、ホームステイなど

を行った

2009 年 7 月 ・ノボシビルスク少年交流事業として、ノボシビルスク市から少年少女 9
名と同行者 3 名が来札

2009 年 8 月 ・ノボシビルスク市シベリア－北海道文化センターで開催された同センタ

ー主催「夏期日本語・文化集中講座」に北海道日本語教育ネットワーク所

属日本語教師 1 名が札幌から派遣

2009 年 9 月 ・札幌－ノボシビルスク姉妹都市提携記念「第 18 回ロシア語詩のつどい」

を開催

2009 年 10 月 ・札幌の姉妹都市パネル展開催（札幌地下街オーロラコーナー）

2010 年 2 月 ・「さっぽろ雪まつり国際雪像コンクール」にポートランドから 3 名が、

ノボシビルスクから 2 名が参加

2010 年 3 月 ・「2010 年姉妹都市フェスティバル」を開催
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（３）ノボシビルスク市の姉妹都市

ノボシビルスク市は、現在、札幌市以外に 6 都市と姉妹都市交流を行っている。札幌市

と姉妹都市となった韓国の大田広域市とも 2001 年から姉妹都市提携を行っている。

図表 7-4 ノボシビルスク市の姉妹都市の状況

①ミネアポリス（アメリカ）（1989 年～）

②セントポール（アメリカ）（1989 年～）

③長春市（中国）（1994 年～）

④大田広域市（韓国）（2001 年～）

⑤ヴァルナ（ブルガリア）（2008 年～）

⑥オシ（キルギス）（2009 年～）

ノボシビルスク★

●札幌市
ミネアポリス●●セントポール長春市●

大田広域市●
●ヴァルナ ●オシ
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５．大田（テジョン）広域市（大韓民国） 

（１）概要

大田市はソウルから KTX（韓国高速鉄道）で 1 時間ほどの距離にあり、大韓民国の中心

部に位置する、人口約 150 万人を擁する韓国 5 番目の都市で、韓国一の「科学技術都市」

として発展を続ける若い都市である。市内には宇宙開発や生命工学、電子などの政府や民間

の研究機関が集積し「韓国のシリコンバレー」とも呼ばれている。

2003 年 6 月、姉妹都市であるノボシビルスク市の開基 110 周年記念事業出席のため、同

市を訪問した当時の札幌市助役と、同じく招待を受け記念事業に出席していた大田市長が会

談を行い、その中で大田市側より札幌市との姉妹都市提携が提案された。大田の提案を受け、

札幌市は大田市との友好と相互理解を深めるため、さまざまな交流に取り組み、両市の市民

団体が姉妹提携を行うなど、民間レベルの交流を中心に友好関係が着実に深まっていた。

さらに、2004 年 2 月にはＩＴ関連の企業間交流を促進する覚書の交換を行うなど経済交

流も進んできた。このように幅広い分野での交流を積み重ねる中で、札幌市では姉妹提携の

気運が徐々に盛り上がりをみせ、市民や関係団体から大田市との姉妹都市提携の早期実現を

求める要望書が提出された。

その後、大田市では 2010 年 7 月、札幌市では、9 月の市議会においてそれぞれ姉妹都市

提携の決議がなされ、2010 年 10 月 22 日、札幌市において姉妹都市提携の盟約書が取り交

わされた。

両市の姉妹都市提携のほか、高校同士の姉妹校提携や関係団体同士の交流覚書の調印が行

われ、さらに姉妹都市提携を記念して、両市の動物園で動物の交換も行われた。

地理的に最も近い姉妹都市という特性を生かし、今後青少年や市民の相互訪問など、友好

と相互理解を一層深めていくとともに、これらの交流を軸に、経済の活性化やまちづくりに

つながる交流を進めていくことが期待されている。

（２）大田広域市の姉妹都市

大田広域市は、現在、札幌市以外に 10 都市と姉妹都市交流を行っている。札幌市と姉妹

都市となっているロシアのノボシビルスク市とも 2001 年から姉妹都市提携を行っている。

日本では札幌市以外に、市名の漢字表記が同じであることなどから島根県の大田市（おおだ

し）と 1987 年から姉妹都市提携を結んでいる。
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図表 7-5 大田広域市の姉妹都市の状況

①大田市（島根県）（1987 年～）

2002 年に大田市で日韓美術交流展が開催される

②シアトル（アメリカ）（1989 年～）

1994 年のシアトル市長の訪問を機に、大田広域市にシアトル公園が開設された。逆に

シアトルにも大田公園がある。

③ブタペスト（ハンガリー）（1994 年～）

動物が寄贈された。

④南京市（中国）（1994 年～）

⑤カルガリー（カナダ）（1996 年～）

動物が寄贈された。

⑥グアダラハラ（メキシコ）（1997 年～）

⑦ウプサラ（スウェーデン）（1999 年～）

⑧ノボシビルスク市（ロシア）（2001 年～）

⑨ブリスベン（オーストラリア）（2002 年～）

サウスバンク技術大学でキンズレンドコリアビジネス協議会設立記念式典が開催

⑩ビンズオン（ベトナム）（2005 年～）

毎年、文化・芸術交流事業を実施。大田漢方医協会がビンドン市で医療奉仕活動を実施

している。また、公務員・研究員・大学生・青少年などの研修事業を実施。

シアトル●
●札幌市

大田広域市★
南京市●

●ブタペスト
●カルガリー

グアダラハラ●

ウプサラ●
ノボシビルスク●

●ブリスベン

●ビンズオン

●大田市
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Ⅷ 札幌市におけるＳＷＯＴ分析 

これまでの札幌市の現状、各種ヒアリング、市民意識調査などの結果を踏まえ、札幌市に

おける SWOT 分析を行った結果が下表である。

図表 8-1 札幌市における SWOT 分析 

内
部
環
境

強み＜Strength＞ 弱み＜Weakness＞ 

観光・コンベンション 

･海外での高い知名度

･豊富な観光資源、美味しい食べ物
･魅力ある北海道の中心都市

･コンベンション実施に必要な条件完備

国際貢献 

･積雪寒冷地という特色

･姉妹都市交流、冬の都市市長会の実績

･途上国に見本となるまちづくりの歴史

文化・スポーツ 

･PMF での先導的交流プログラム

･国際的スポーツイベント実施の経験

･デザインと看護を担う札幌市立大学

在住外国人 

･総領事館など外国公館等の設置の多さ

･暮らしやすい生活環境

･外国人とのトラブルが少ない
･国際化に対して好意的な市民感情

経済 

･優秀な人材が数多く存在

在住外国人 

･少ない外国人登録者数

･市民と外国人との交流経験の不足
･多文化共生に向けた環境の未整備

･少ない留学生の受け入れ数

観光・コンベンション 

･少ない座席数、高い航空運賃

･観光インバウンド受入体制の弱さ

経済 

･少ない外資系企業の進出

･海外展開に向けた企業取り組みの不足

･小さい市場規模（首都圏から遠い）

･物流拠点を有していない点

･高い物流コスト（積み替え／独占）
･製造業の集積がない

外
部
環
境

機会＜Opportunity＞ 脅威＜Threat＞ 

･新千歳空港国際線ターミナルの完成

･アジアの経済進展及び観光客増大
･北海道ブランドのニーズの高まり

･羽田空港とのアクセスの良さ及び羽田
空港の国際化

･TPP による貿易拡大

･環境に関する世界的関心の高まり

･東京一極集中からの転換

･外部要因に左右されやすい観光産業

･風評被害などによる北海道ブランドの
失墜

･日本及びアジア諸都市との競争激化
･他観光地との競争激化

･TPPによる他都市の貿易拡大
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（１）強み＜Strength＞

①海外での高い知名度 

札幌市の持つ最大の強みは、「海外での高い知名度」であるといえる。冬期五輪の開催や

北海道の魅力と合致した観光地としての人気など、これまでの実績を背景として、既に海外

において一定の知名度がある。他の政令指定都市では、まず海外の方に自分の都市を知って

もらうことを目的とした施策を実行せざるを得ない点に比べると、非常に大きな強みといえ

る。

上記と関連し、「観光都市としての魅力」も強みといえる。これは、北海道全体のイメー

ジに立脚した魅力であるが、北海道の中心都市としての札幌市は、北海道観光の人気の高ま

りが札幌市の活力につながるため、今後も北海道と連携しながら進めていくことが重要とな

る。また、コンベンション実施など MICE の振興にあたっても、単に国際会議場が整備さ

れているだけでなく、近傍の観光資源など都市の魅力が誘致のポイントになる。この点にお

いても、札幌市は他の政令指定都市と比べ強みを持っているといえる。

②特徴的な積雪寒冷地の都市 

札幌市の特長の 1 つとして「積雪寒冷地の都市」である点があげられる。人口 100 万人

以上の都市で、年間降雪量が約 5m という気象条件は世界的にも少なく、積雪寒冷地の中で

は世界をリードする都市であるといえる。

また、「途上国に見本となるまちづくりの歴史」も札幌市の特長の 1 つといえる。開拓か

ら 100 年ほどで 190 万人が住む都市を築きあげた札幌市の事例は世界的にみて少ない例で

あり、途上国にとっては道路インフラ、街区整備などまちづくりの全てが貴重な事例である。

特に、JICA 研修で実施コースが多いものとして水道技術がある。札幌市は取水から供給、

廃水処理までを市内で一貫して行っており、国際貢献を考える上では良い素材であるといえ

る。

③文化・スポーツなどの実績 

文化面では、1990 年から始まっている PMF は貴重な資源である。世界の若手音楽家の

育成を目的とした国際教育音楽祭であり、教育プログラムだけでなく一般への公開するオー

プンリハーサルや小中学校音楽教師等を対象とした教育セミナーなど多彩なプログラムが

行われている。運営も札幌市を主体としながらも、多くの団体や企業が協力しており、市民

との協働を具現化した良い例といえる。このほか、冬季五輪やサッカーW 杯、ノルディッ

クスキー世界選手権など多くの国際的スポーツイベントを実施した経験も強みといえる。

また、札幌市立大学を有している点も重要な視点である。現在、政令指定都市において市

立大学を持つのは、札幌市、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、北九州市の 6 都市のみ

であり、またデザインと看護という他とは違った学部を持つという札幌市立大学の特徴は、
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今後の強みとなる。

④外国人に友好的な市民感情 

札幌市の特長として、総領事館や領事館、名誉領事館を含めた外国公館等の設置が多い点

があげられる。23 カ国の設置は、大阪市、名古屋市に次ぐ政令指定都市のうち 3 番目とな

っている。外国公館が多いということは、これまでに各国とつながりがあり、さらに発展さ

せていける可能性があることを示している。

また、これまで在住外国人の数も少なかったこともあり、大きなトラブルはあまり見られ

なかった。これは、市民アンケートからも伺うことができ、外国人に対して好意的な市民像

を想定することができる。

（２）弱み＜Weakness＞

①多文化共生に向けた経験の不足 

札幌市の弱みとしては、少ない外国人登録者数とそれに伴う環境の未整備があげられる。

札幌市の外国人登録者数の割合は人口全体の 0.5%であり、政令指定都市の中で最も低い割

合である。人数が少なかったため、切迫した外国人対応が求められてこなかったという背景

がある。

外国人登録者の割合が低いことは、これまで札幌市において外国人の活躍の場があまり多

くなかったことを表している。また、札幌の一般市民の意識としても、国際化や多文化共生

に対する意識があまり醸成されていないといえる。

外国人市民と一般市民の意識のずれは、市民意識アンケート調査でもみられる。スポーツ

や趣味、町内会活動など普段どおりの生活を通じて隣人と付き合っていきたいという外国人

市民に対して、一般市民は「外国の文化や習慣を学びたい」というような、一種お客様を相

手にするような付き合い方を求めており、これまで交流経験が少なかったことが読み取れる。

在住外国人に対する理解の不足により外国人が住居を借りにくいという状況がある。

②観光の受け入れ環境の脆弱さ 

札幌市の強みとして「観光都市としての魅力」をあげたが、一方で、海外、特にアジアか

ら北海道へ訪れる際には、航空機材が小さく座席数が少ない。結果として、1 人当たりの航

空運賃は高くなる。現在、高い航空運賃を払っても北海道・札幌への観光へ訪れる人は拡大

しているところであるが、今後も継続するとは限らない面がある。

また、札幌市内のホテルや観光施設、飲食店などに関して、観光インバウンドの受け入れ

体制が十分でない部分がある。今後、国や道の政策を踏まえると、5 年後には現在の 3 倍の

外国人が訪れることが見込まれ、対応が求められる。
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③経済面での海外展開の不足 

札幌市における経済面での海外との取引は十分でないと考えられる。都道府県別の外資系

企業数は、政令指定都市を持つ都道府県のうち下から 2 番目であり、海外展開に向けた企

業の取り組みについても、現地での展示会開催や商談会開催などは行われているところであ

るが、恒常的な取引までつながっている例はあまり多くない。

北海道及び札幌市は、首都圏と比べ、市場規模も小さく、首都圏からも離れていることか

らなかなか外資系企業が拠点を置くところまでの経営判断がなされない面がある。また、札

幌市内の企業からものを輸出することを考えても、物流ルートが確立しておらず、積み替え

などの手間により物流コストが非常に高いものとなる。また、直行便が就航しても独占状態

であるため積み替えた場合より物流コストが下がらないという逆転現象がみられる。これら

の問題を解決するためには、輸出量を増やすことが求められるが、そもそも製造業の集積が

少ないという面もある。

（３）機会＜Opportunity＞及び脅威＜Threat＞

①観光に関する機会の拡大と脆さの露呈 

アジアから北海道への観光については、平成 22 年 3 月に新千歳空港国際線ターミナルビ

ルがオープンしたことを契機に、CIQ 体制も拡充され旅客機の受け入れ体制が整ってきた

といえる。また、中国人に対するビザ発給条件の大幅緩和、北海道ブランドに対するニーズ

の高まりなど、今後も北海道への観光の増大が期待できる外部環境が整ってきた。

一方で、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影響に

より大幅な観光客の減少がみられるなど、流動性が非常に高い。原発の問題が落ち着けば観

光客も戻るとの見込みもあるが、その間に他の観光地に人の流れを奪われるという危険性は

高いといえる。

②TPP による効果と競争 

環太平洋戦略的経済連携協定（TPP、Trans-Pacific Partnership）は、元々シンガポール、

ブルネイ、チリ、ニュージーランドの 4 カ国加盟で発効した経済連携協定である。その後、

アメリカやオーストラリアなどが参加を表明し、サービス、人の移動、基準認証などの整合

性を図り、貿易関税の撤廃を目指している。日本も参加に前向きであり、参加した場合、貿

易の大幅な拡大が期待される一方で、取り組みや準備が不十分である場合、他都市にその機

会を奪われるという危険性もある。


