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札幌市とノボシビルスク市との友好促進に関する決議

　本市は、世界に開かれた都市を目指し、多くの国と広く友好関係を醸成することに努めてきま
した。
　ソビエト社会主義共和国連邦ロシア共和国ノボシビルスク市とは、 1974年のシベリア博を契機
に日ソ友好運動の一環として10年に及ぶ交流が続けられており、近年は、両市の市長が相互訪問
を行うなど親密の度を深めてきております。
　両市は、いずれも国の北方に位置し、積雪寒冷の厳しい自然条件にありながら、100 年前後の
短期間に大規模な人口を擁する地方中核都市に成長しており、都市の生い立ち、性格、役割、更
には市街地の中心を大河が流れる情景まで相通ずるものを有しております。
　両国は、歴史的経緯や体制の相違などから難しい問題を抱えてはおりますが、互いの現実を認
識した上で共通の目標に向かって努力を重ねることこそが友好関係の原点であり、市民相互の理
解と親善を深めることは、両市の発展のみならず両国にとって意義あることと考えます。
　よって、本市議会は、市民相互の交流の積み重ねを通し更に様々な分野へと友情の枝が広がり、
両市の友好関係が一層発展することを希望し、ここに、ノボシビルスク市との友好促進を決議す
るものであります。

　上記につき決議する。

平成元年５月12日
 札　幌　市　議　会
　（提出者）全　議　員

札幌市とノボシビルスク市との姉妹都市提携に関する決議

　札幌市議会は、昨年５月、ソビエト社会主義共和国連邦ロシア共和国ノボシビルスク市との友
好促進に関する決議を行った。
　以来、両市の市民交流は、着実な前進を見せている。
　ソビエト社会主義共和国連邦は、我が国にとって隣国の一つであり、歴史的にも深い関係を有
してきた。その両国において、地方中核都市として多くの類似性を持つ札幌市とノボシビルスク
市とが、姉妹都市としてのより強固な結びつきの下に、学術、文化、経済等の各種分野における
交流の進展を通し相互理解と協力を深めることは、両国の発展のみならず、この転換期における
世界の平和と友好への貢献という意味からも極めて意義深いものと考える。
　よって、市長においては、市民の理解と協力の下に、ポートランド、ミュンヘン、瀋陽の３市
に次ぐ第４の姉妹都市として、ノボシビルスク市との都市提携の締結を早期に実現されるよう要
望するものである。

　上記につき決議する。

平成２年３月19日
 札　幌　市　議　会
　（提出者）全　議　員

（1989.5.12）

（1990.3.19）
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札幌市とノボシビルスク市との間における姉妹都市提携に関する盟約

（1990.6.23）
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1　文化交流
　●人形劇場の提携
（1） 札幌市こどもの劇場「やまびこ座」とノボシビルス
ク人形劇場は、双方都合の良い時期に姉妹団体とし
て提携し、人形劇に関する交流を行う。

　●国際雪像コンクールへの参加
（2） ノボシビルスク市は、札幌雪まつり実行委員会が主
催する国際雪像コンクール（毎年２月開催、１チー
ム４人）に事前に申請を行い、参加することができる。

　●姉妹都市交換写真コンテストへの参加
（3） ノボシビルスク市は、札幌市が、ポートランド市、
ミュンヘン市、瀋陽市との間で毎年開催している姉
妹都市交換写真コンテストに、1991 年から参加する。

　●報道機関の情報交換
（4） 札幌の地元新聞社と「シベリア新聞」は、双方にと
って関心のあるテーマの記事や刊行物の交換などを
含め、今後、幅広い情報交換を行う。

　●バレエ合同公演
（5） 小沢輝佐子バレエ団は、ノボシビルスク市のバレエ
団と 1990 年 12 月札幌市で、姉妹都市提携を記念し
た合同公演を行う用意がある。ノボシビルスク市は、
この実現に向けて協力する。

　●若手音楽家の札幌公演
（6） 北海道国際音楽交流協会（HIMES）は、ノボシビ
ルスク出身のバイオリニスト、ワジム・レーピンを
始めとする若手音楽家の札幌公演を希望している。
ノボシビルスク市は、この実現に向けて協力する。

　●演劇に関する情報交換
（7） 札幌演劇鑑賞協会とノボシビルスク国立劇場「クラ
スヌイ・ファケル」は、両国の演劇事情について相
互理解を深めるため情報交換を行う。

　●ノボシビルスク市での日本文化公演
（8） 「札幌国際親善の集い」の会員を中心とする親善訪
問団（25名）は、1990 年９月10日から18日までノボ
シビルスク市を訪問し、ノボシビルスク市内の劇場
において、日本古典芸能を披露するなど、「ノボシ 
ビルスク・札幌友好協会」と交流を行う。

2　学術交流
　●図書交換
（1） 札幌市立中央図書館とソ連科学アカデミー・シベリ

ア支部国立科学技術公共図書館は、双方希望する分
野の図書を随時交換する。この第１回目として、札
幌市立中央図書館は、1990 年６月、ソ連科学アカデ
ミー・シベリア支部国立科学技術公共図書館に「札
幌文庫」、その他札幌市に関する図書を贈呈する。

　●シベリア展の開催
（2） 北海道日ソ友好文化会館と札幌市は、ソ連科学アカ

デミー・シベリア支部の協力のもと、1990 年 10 月、
札幌市で「シベリア展」を開催する。また、「シベリ
ア展」の開催に併せ、北海道日ソ友好文化会館はソ
連科学アカデミー・シベリア支部の科学者数名を受
入れ、交流を深める。

　●研究教育交流
（3） 北海道教育大学札幌分校とノボシビルスク国立教育

大学は、1990 年６月 13 日締結の「研究教育の交流
に関する協定」に基づき、研究者の交流、共同研究
の実施など、具体的な交流活動の実施に向けて双方
努力する。

　●永久凍土に関する共同研究
（4） 北海道大学低温科学研究所は、ソ連科学アカデミー・

シベリア支部の研究所とシベリアの永久凍土に関す
る共同研究を行う用意がある。

　●考古学分野における共同研究
（5） 札幌大学考古学研究室とノボシビルスク歴史・言語・

哲学研究所は、考古学の分野における共同研究を行
う。この一環として、ノボシビルスク歴史・言語・
哲学研究所所長A.P.デレビャンコ氏は、1990年11月、
札幌大学考古学研究室を訪問する。

　●眼科治療技術の情報交換
（6） 札幌医科大学眼科学講座と部門間科学技術コンプレ

ックス「アイ・マイクロサージェリー」ノボシビル
スク支部は、マイクロサージェリー及びその他の眼
科治療技術について情報交換を行う。

3　経済交流
　● 経済分野における相互理解を深めるため；  
経済専門家の招へい、セミナーの開催

札幌市とノボシビルスク市との交流に関する覚書

　札幌市とノボシビルスク市は、1990 年６月 13 日札幌市において締結された両市間の姉妹都市提携
に関する盟約の精神に基づき、今後の交流を拡大するため、下記の事項について確認する。

記

（1990.6.13）
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（1） 札幌市は、1990 年の「札幌天神山国際ハウス」オ
ープン記念行事として、ソ連科学アカデミー・シベ
リア支部経済工業生産組織研究所副所長V.V. クリシ
ョフ氏を招へいし、経済セミナー開催する。

　●経済研究誌における論文交換
（2） 北海道大学経済学部とソ連科学アカデミー・シベリ
ア支部経済工業生産組織研究所は、双方の機関誌
「Economic Journal of Hokkaido University」と
「EKO」の紙面提供を相互に行う。  
また、双方は、研究交流を促進するため、交流協定
の早期締結に向けて積極的に努力する。

　●コンベンション・ビューローの提携
（3） 札幌国際交流プラザとノボシビルスク・シティ・フ
ァウンデーションは、今後相互に情報交換等の交流
を推進し、双方都合の良い時期に姉妹団体として提
携することで合意する。

　●経済交流を具体的に検討し、実施するため；  
　　経済調査団のノボシビルスク派遣
（4） 札幌市及び札幌商工会議所は、経済調査団を組織し
て 1990 年８月下旬ノボシビルスク市に派遣する。

　●常設展示コーナーの設置
（5） 札幌市とノボシビルスク市は、両市の見本市会場に
相互に常設展示コーナーを設置し、製品を展示する。

　●医療福祉分野における交流
（6） 札幌市とノボシビルスク市は、保健衛生に関する情
報を交換する。また、医療福祉分野における交流の
可能性を調査するため、札幌の医療産業関係者がノ
ボシビルスク市を訪問する。

　●大理石の取引
（7） 札幌市は、市の建築物にノボシビルスクの大理石を
使用することを検討し、ノボシビルスク市は、この
実現に向けて協力をする。

　●ノボシビルスク経済親善訪問団の来札
（8） 「ノボシビルスク・札幌友好協会」の会員を中心と
するノボシビルスク経済親善訪問団（25 名）は、上
記１（8）の相互交流として、1991 年２月の札幌雪
まつり期間中札幌市を訪問する。同訪問団は、札幌
の経済団体との親善交流及び企業視察を行う。

　●衣料産業分野における相互交流
（9） 西武北海道とノボシビルスク・ファッションハウス
は、北国の防寒衣料について共同調査研究を行う。  
双方は、都合の良い時期に専門家の相互訪問を行う。

　●シベリア見本市への出店
（10） 札幌国際交流プラザは、1990 年９月 27 日から 30

日までノボシビルスク市で開催される国際見本市
「美’90」への地元企業の出展を検討する。

4　行政交流
　●札幌市公式代表団のノボシビルスク訪問
（1） 札幌市及び札幌市議会は、両市の姉妹提携を記念し
て、1990 年８月下旬、ノボシビルスク市を訪問する。

　●職員交換
（2） 札幌市及びノボシビルスク市は、語学研修及び市政
知識の習得を目的として、相互に職員の交換派遣を
行うことについて協議する。

5　青少年・スポーツ交流
　●姉妹校提携
（1） 札幌市立桑園小学校とノボシビルスク第 163 中等学
校は、相互理解と友情を深めるため、双方都合の良
い時期に姉妹校提携をすることで合意する。  
また、両市は、姉妹校提携を希望する学校がある場
合には、その都度、支援協力をする。

　●ジュニアスポーツ交流への新規参加
（2） ノボシビルスク市は 1990 年８月瀋陽市で開催され
る「第６回姉妹都市国際親善ジュニアスポーツ交流」
（男子柔道）に参加する。  
また、ノボシビルスク市は、1991 年以降、正式なメ
ンバーとして同競技会に継続して参加することに同
意する。

　●札幌カップ国際スケート大会への継続参加
（3） ノボシビルスク市は、1989 年の第１回大会に引き
続き、1991 年以降も「札幌カップ国際スケート大会」
に継続して参加する。

　●少年交流
（4） 両市は、少年の健全育成と相互の文化理解をめざし
て、少年団を互いに派遣することを検討する。

　　本書は、日本語及びロシア語で作成する。
 1990 年６月 13 日

札幌市長
　板　垣　武　四

ノボシビルスク市長
　イワン・イワノビッチ・インディノク
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西暦 2000 年までの札幌市とノボシビルスク市の姉妹関係促進に関する宣言

札幌市（日本）ノボシビルスク市（ソ連）姉妹都市間友好と協力の発展に関する声明書
（1990.8.21）

（1995.9.7）
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札幌市（日本）とノボシビルスク市（ロシア）の姉妹関係促進に関する宣言（2000.6.29）

札幌市（日本）とノボシビルスク市（ロシア）の姉妹関係促進に関する宣言（2005.6.25）
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札幌市（日本）とノボシビルスク市（ロシア）の姉妹都市間友好と協力の促進に関する宣言
（2010.6.26）
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札幌市（日本）とノボシビルスク市（ロシア）の姉妹都市間友好と協力の促進に関する宣言
（2015.6.27）
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No 提携年月日 提　携　団　体
1 1980 年 5月 26日 日本ユーラシア協会札幌支部 ロシア日本協会ノボシビルスク支部

2 1988 年 5月 28日
北海道インターナショナル・ダンスシア
ター主宰小沢輝佐子舞踊団

ノボシビルスク国立アカデミーオペラ・
バレエ劇場

3 1990 年 9月 27日 北海道放送株式会社 ノボシビルスク・テレビラジオ委員会

5 1991 年 6月 9日 札幌演劇鑑賞協会
ノボシビルスク国立劇場「クラスヌィ・
ファケル」

6 1992 年 3月 17日
アイセック（国際経済商学学生協会）
北海道大学委員会

アイセック・ノボシビルスク委員会

7 1995 年 6月 16日 北海道国際音楽交流協会（HIMES）
ノボシビルスク国立グリンカ音楽院附属
日本音楽文化センター

8 2000 年 6月 29日 公益財団法人札幌国際プラザ
ノボシビルスク市立シベリア・
北海道文化センター

No 提携年月日 提　携　団　体

1 1990 年 6月 13日 札幌大学考古学研究室
ロシア科学アカデミー・シベリア支部
「考古学・民俗学研究所」

2 1990 年 6月 13日 北海道教育大学札幌分校 ノボシビルスク国立教育大学

3 1990 年 7月 30日 北海道大学経済学部
ロシア科学アカデミー・シベリア支部
「経済・工業生産組織研究所」

4 1992 年 3月 10日 北海道大学理学部
ロシア科学アカデミー・シベリア支部
「地質学・地球物理学・鉱物学連合研究所」

5 1993 年 6月 18日 北海道大学理学部 ノボシビルスク国立大学

6 2000 年 6月 29日 北海学園大学 ノボシビルスク国立大学

7 2000 年 8月 9日 北海学園大学 シベリア国立交通大学

8 2005 年 6月 29日 札幌国際日本語学院 シベリア国際関係・地方学大学

9 2013 年 6月 28日 札幌武蔵野美術学院 ノボシビルスク国立芸術専門学校

❖ 札幌・ノボシビルスク友好提携団体

❖ 学術交流団体

❖ 歴代ノボシビルスク市長
在職期間 市　　長　　名

1983 年 12 月～ 1988 年 11 月
VLADIMIR PAVLOVICH CHIKINEV
ウラジーミル・パブロヴィチ・チキニョフ

1988 年 11 月～ 1993 年 10 月
IVAN IVANOVICH INDINOK
イワン・イワノヴィチ・インディノク

1993 年 10 月～ 2000 年 1月
VICTOR ALEXANDROVICH TOLOKONSKY
ビクトル・アレクサンドロヴィチ・タラコンスキー

2000 年 3月～ 2014 年 1月
VLADIMIR PHILIPPOVICH GORODETSKY
ウラジーミル・フィリッポヴィチ・ゴロデツキー

2014 年 4月～
ANATOLIY EVGENIEVICH LOKOT
アナトーリー・エフゲーニエヴィチ・ローコチ
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❖ ノボシビルスク市の行政組織

❖ ノボシビルスク市議会の組織

第一副市長 第一副市長 副市長 副市長 副市長 副市長

市　長

文化・スポーツ
・青少年政策局

経済・戦略企画
投資政策局

エネルギー供給
・住宅公益事業局

組織事業・
監査局 建築建設局 社会政策局

通信・情報化局 土地・財産局 道路・交通局 市務・人事部 教育部

情報政策局 財政・税制局 緊急事態局 総務部

法務・人事局 監査部 住宅事業部 市長活動総務部

産業・イノベー
ション・企業局

国際協力・国際
経済交流委員会
（国際部）

市役所 PR部

行政機関交流
委員会

地区の行政機関（10区）
　ジェルジンスキー区、ジェレズノドロージヌイ区、ザエリツォフスキー区、
　カリーニンスキー区、キロフスキー区、レニンスキー区、オクチャブリスキー区、
　ペルボマイスキー区、ソビエツキー区、ツェントラリヌイ区

議長（1名）

副議長（3名）

市有財産
委員会

市営施設
委員会

まちづくり
委員会

社会政策・
教育委員会

自治体
委員会

科学と産業
発展・企業
委員会

予算・税金
政策委員会

選挙人委託
委員会

文化・シポ
ーツ・青少
年政策・国
際間及び自
治体間交流
委員会

議員数 50名（議長 1名、副議長 3名）
　統一ロシア政党：32名
　共産党：12名
　自民党：2名
　公正ロシア：1名
　無政党：3名

（2016 年 1 月現在）

（2015 年 10 月現在）
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❖ 両市間の主な交換記念品・贈呈品

時　　　期 札幌→ノボシビルスク ノボシビルスク→札幌

1987 年
（動物交換）

ニホンザル　　　5頭
ニホンキジ　　　2頭
レインボーボア　3頭
タイワンスジオ　3頭
アオタイショウ　3頭、ふ卵器

ペルシャヒョウ　2頭
カワウソ　　　　2頭

1990 年
（姉妹都市提携記念品）

日本人形（木目込み人形）2体 クロテンの剥製壁掛け

1991 年
（ノボシビルスク支援募金）

札幌市民から寄せられた募金
約550万円で購入した医薬品・医療器具

1993 年
（ノボシビルスク市開基100年祭）

からくり時計（壁掛け式） 100 年記念柱時計

1995 年
（姉妹都市提携5周年）

押し絵細工の壁飾り（舞妓）
版画（札幌時計台）
日本語教材（テキスト 200 冊、
ビデオテープ 10セット）

ノボシビルスク市章のラシャ
白樺細工の絵画（ノボシビルスク市内 
の寺院・シベリアの風景画）

2000 年
（姉妹都市提携10周年）

版画（大通公園） トゥエス（白樺製工芸品）

2003 年
（ノボシビルスク市開基110年祭）

版画（夏の大通公園）
日本人形

2005 年
（姉妹都市提携15周年）

壁掛け時計
書道セット（15セット）

白樺細工の風景画

2010 年
（姉妹都市提携20周年）

藻岩焼の壺
版画（リラの花咲く）

ノボシビルスク市内の劇場などの
レリーフ、プレート

2013 年
（ノボシビルスク市開基120年祭）

ユーカラ織（額付）

2015 年
（姉妹都市提携25周年）

札幌スタイルの丸皿
書画（心）

ノボシビルスクの名所をあしらった
レリーフ
銀のメダルセット
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❖ 在札幌ロシア関係機関・友好団体

名　　　称 代　表　者 住　　　所

在札幌ロシア連邦総領事館
総領事
アンドレイ・
ファブリーチニコフ

〒064-0914　中央区南 14条西 12丁目
TEL561-3171　FAX561-8897
業務時間： 14：00 ～ 16：00

公益財団法人札幌国際プラザ 理事長　上田　文雄
〒060-0001　中央区北 1条西 3丁目　
札幌MNビル3階　TEL211-3670　FAX211-3673

札幌姉妹都市協会 会長　福迫　尚一郎
〒060-0001　中央区北 1条西 3丁目
札幌MNビル3階　札幌国際プラザ内
TEL211-2105　FAX232-3833

日本ユーラシア協会札幌支部 支部長　竹田　正直
〒060-0809　北区北 9条西 4丁目　エルムビル4階
TEL707-9722　FAX707-7567

日本ユーラシア協会北海道連合会 会長　池田　　均
〒060-0809　北区北 9条西 4丁目　エルムビル4階
TEL707-0933　FAX707-7567

北海道日本ロシア協会 会長　鈴木　泰行
〒060-0003　北区北 3条西 7丁目　緑苑ビル10階
1006 号室　TEL261-8887　FAX261-0177

北海道・ロシア文化協会 会長　根本　清一
〒062-0003　豊平区美園 3条 8丁目 3-15
美園壱番館
TEL817-7123　FAX817-7124

札幌・ノボシビルスク友好交流協会 会長　千葉　裕子
〒064-0914　中央区南 14条西 19丁目 1-53-202
TEL080-1897-5568

（2016 年 2月現在）


