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ナホトカ市（ロシア連邦）
姉妹都市

Nakhodka
姉妹都市提携年月日

１９６１（昭和３６）年６月２１日

ナホトカ市の概要
　ナホトカ市はロシア連邦沿海地方の南東部に位置し、
面積約325.9Ｋ㎡、人口約14万3千人（2021年1月
現在）を有する都市です。19世紀半ば過ぎにロシアの
軍艦「アメリカ号」が偶然発見したのが都市の起源であ
り、「ナホトカ」には、ロシア語で「見つけもの」の意味があります。日本との時差は＋1時間。
産業：舞鶴と同じ天然の良港を有する国際港湾都市で、主な産業は、海上輸送、漁業、石油製

品卸、建設業、商業です。また、シベリア鉄道の東端に位置しているため、遠くロシア
西部やヨーロッパをも後背地とする重要な物流港です。

気候：モンスーン型気候で1月の平均気温は－13℃、8月の平均気温は18℃、年間降水量
は740mm。

その他の姉妹都市：敦賀市・小樽市（日本）、吉林市（中国）、東海市（韓国）、オークランド市・
ベリンガム市（アメリカ）、プーケット州（タイ）

ナホトカ市との交流
1956年日ソ共同宣言の調印により、舞鶴市では引揚者の乗船港としても縁の深いナホトカ

市と貿易で友好を深め、日ソ両国の友好強化に寄与しようという機運が高まり、1956年に舞
鶴市議会において、ナホトカ市に対する友好決議が行われました。1961年６月、ドウボフ
カ・ナホトカ市長を舞鶴市に迎え、日本とソビエト連邦（当時）との間で初めてとなる姉妹都市
提携が実現しました。以来今日まで、両市の間では「日本海を平和と友情の海に」を合言葉に、
スポーツ交流団の相互派遣、少年使節団の交換、通信体育競技会の実施など活発な交流が展開
され、2021年には、姉妹都市提携60周年を迎えました。

ナホトカ市庁舎

舞鶴市・ナホトカ市友好の碑 ナホトカ商業港 カザンスキー教会
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大  連  市（中国）
友好都市

Dalian
友好都市提携年月日

１９８２（昭和５７）年５月８日

大連市の概要
　大連市は中国東北部遼東半島最南端に位置し（緯度は日本
の山形県酒田市とほぼ同じ）、東は黄海、西は渤海、南に海
を隔てて山東半島を望む港湾工業都市です。人口601万6
千人（2020年現在）、面積約12,574Ｋ㎡。1899年にロ
シア人が大連港の建設を開始したのが都市としての始まりです。日本との時差は－1時間。
産業：古くから造船・石油化学など重工業の拠点でしたが、改革開放後、東北地方においていち

早く市場経済化に取り組みました。90年代からは日系を中心とする外資系製造業の誘致に
成功し、近年は海外ＩＴ企業の進出も目覚ましく、環境技術の導入にも力を入れています。
一方、観光産業における発展も目覚しく、「アカシア祭り」「国際ビーチ祭り」「国際ビール
祭り」「国際マラソン大会」など季節ごとにイベントが開催され、多くの外国人観光客で賑
わっています。

気候：暖温帯大陸性モンスーン気候で、四季がはっきりしています。1月の平均気温は
－3.9℃、8月の平均気温は24.1℃、年間降水量は550～ 950mm。

その他の友好都市：北九州市（日本）、ブレーメン市・ロストック市（ドイツ）、グラスゴー市
（イギリス）、ル・アーヴル市（フランス）、オークランド市（アメリカ）、ウラジオスト
ク市（ロシア）、ポワントノワール市（コンゴ共和国）、エンスヘーデ市（オランダ）

大連市との交流
　舞鶴市では、地理的な条件や引き揚げ等の歴史的な経過から、大連市（当時旅大市）との友好
交流を望む市民の声が強くありました。1978年の日中平和友好条約の締結により、舞鶴市と
しても友好都市提携実現に向け、関係機関への働きかけや経済・貿易関係の交流を積極的に展
開した結果、1982年5月、舞鶴市において崔栄漢・大連市長（当時）を迎え、友好都市提携
が実現しました。以来今日まで、両市の間では各種訪問団の相互派遣、少年使節団の交換、友
好の船の派遣など活発な交流が展開され、2017年には、友好都市提携35周年を迎えました。

大連市人民政府庁舎

白玉山からの旅順港の眺め 中山広場 大連の海鮮料理
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ポーツマス市（英国）
姉妹都市

Portsmouth
姉妹都市提携年月日

１９９８（平成１０）年５月１５日・２７日

ポーツマス市の概要
　ポーツマス市は英国南部のイギリス海峡に面した港湾
観光都市です。人口約23万8千人（2011年現在）、
面積約40Ｋ㎡。ロンドンの南西部110kmに位置し、
1927年に市制を施行しましたが、ポーツマス市の起
源は1194年にリチャード１世の憲章にはじまり、800年余の古い歴史を持ちます。日本と
の時差は－9時間。
産業：英国海軍の主要基地として発展してきた町で、現在、海軍基地はポーツマス・ヒスト

リック・ドックヤードと呼ばれる観光施設として利用され、当時の軍艦等が保存されて
います。多くの博物館や観光施設を有する、英国のみならずヨーロッパでも有数のリ
ゾート地として知られています。近年では、港湾地区の再開発が進められ、複合レ
ジャー施設「ガンワーフ・キー」が注目を集めています。

気候：北部を丘陵地帯に守られ、イギリス海峡の湾流の影響もあり、温暖な気候に恵まれてい
ます。平均気温は夏で18～25℃、冬で5～12℃ほどです。

その他の姉妹都市：カーン市（フランス）、デュースブルク市（ドイツ）、ハイファ市（イスラ
エル）、ポーツマス３市（アメリカ・ニューハンプシャー州、バージニア州、ロードア
イランド州）、シドニー市（オーストラリア）、珠海市・湛江市（中国）、シレット市（バ
ングラデシュ）、フォークランド諸島（英国領）、ハリファックス市（カナダ）

ポーツマス市との交流
　舞鶴市とポーツマス市は、1993年赤れんが博物館の開館時にポーツマス市かられんがが贈ら
れたことをきっかけに交流が始まりました。その後、小中学校の手紙の交換やボーイスカウトの
交流など市民レベルでの交流が進み、1998年5月に舞鶴市・ポーツマス市の市長が両市を相互
訪問し、姉妹都市提携が実現しました。2018年には、姉妹都市提携20周年を迎えました。

ポーツマス・ギルドホール

スピンネイカータワー ビクトリー号 ガンワーフ キーズ
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浦 項 市

その他の交流がある国・都市

（大韓民国） （首都：タシケント市）
Pohang

浦項市の概要
浦 項 市 は、韓

国・慶尚北道の東
海岸に位置する、
人口約50万4千
人（2021年12
月現在）、市の面
積約1,129Ｋ㎡の
国際港湾都市で
す。古くから水産業で栄えたまちでしたが、
1970年代初頭に「浦項製鉄所（POSCO）」が
誕生して以来、韓国有数の工業都市として発展
してきました。浦項港では、鉄鋼関係の輸出入
が大半を占めます。2014年にＫＴＸ（韓国版
新幹線）が開通し、首都ソウルから約２時間半
でアクセスできるようになりました。

） （首都
ウズベキスタン共和国
Republic of Uzbekistan

ウズベキスタン共和国の概要
ウズベキスタ
ンは日本からお
よそ 6,400ｋｍ
離れた中央アジ
アに位置してお
り、面積は日本
のおよそ1.2倍、
人口は約3,390
万人（2021年現在）、1991年にソビエト連
邦（以降、ソ連）崩壊に伴い独立した国です。
世界に2つしかない「二重内陸国」の１つで、
海へ出るためには2つ国を越えなければなりま
せん。

浦項市との交流
　2011年7月に、京都府とともに「経済交流
等の推進に関する協定書」を締結後、本格的に
交流を開始しました。2011年11月に、京都
舞鶴港が国から3つの機能（国際海上コンテナ、
国際フェリー・RORO船、外航クルーズ）で「日
本海側拠点港」の選定を受けて以来、国際フェ
リー航路の開設に向けた取り組みを実施。現在、
舞鶴市では浦項市と中学生の相互訪問など、青
少年交流を進めています。

ウズベキスタン共和国との交流
　2016年1月、首都タシケント市内の日本人
抑留者資料館のスルタノフ・ジャリル館長が舞
鶴市を訪問したことがきっかけでウズベキスタ
ンとの交流が始まりました。その後、東京
2020オリンピックにおけるウズベキスタンの
ホストタウンに登録され、2021年の本大会直
前には、柔道代表選手団が舞鶴市で事前合宿を
実施。現在、2019年にリシタン地方と交換し
た「人材育成交流に関する覚書」に基づき、ウズ
ベキスタンの発展に寄与する「農業」「介護福祉」
「産業技術」分野の人材育成に協力しています。

項 市浦 項

その他の交流がある国・都市

（大韓民国 タシケント市）

流がある国 都

） （首都
ズベキスタン共和国ウズ

韓国で一番最初に日が昇る地
として有名な「ホミゴッ」

日本人抑留者が建設に携わった
「ナヴォイ劇場」

ポーツマス市（英国）ポーツマス市（英国） ウズベキスタン共和国ウズベキスタン共和国 ナホトカ市（ロシア）ナホトカ市（ロシア）

大連市（中国）大連市（中国）

浦項市（韓国）浦項市（韓国） 舞鶴市舞鶴市

東海

Vladivostok
ウラジオストク
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京都舞鶴港と対岸諸港を結ぶ国際航路図京都舞鶴港と対岸諸港を結ぶ国際航路図

ポーツマス市（英国） ウズベキスタン共和国 ナホトカ市（ロシア）

大連市（中国）

浦項市（韓国） 舞鶴市

京都舞鶴港と対岸諸港を結ぶ国際航路

大連・青島・上海

（～東海・ウラジオストク）国際フェリー航路

ウラジオストク不定期航路

※休止中

※休止中

※休止中

※現在は
　貨物のみで
　運航中

Taipei
Keelung

DonghaeDonghae
東海東海

VladivostokVladivostok
ウラジオストクウラジオストク

Busan

（姉妹都市）

（友好都市）
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大連市・ナホトカ市との交流大連市・ナホトカ市との交流

2021年5月12日（水）　大連市と介護交流に関するオンライン協議を実施

浦項市との交流

　大連市から、新たな交流のテーマとして介護福祉人材
の育成に関する交流を進めたいと提案があり、オンライ
ン協議を行いました。
《場所》
（当方）市役所本館2階 産業振興部
（先方）大連医科大学附属第一病院連合路病棟2階大会議室
《出席者》
（当方）
舞鶴市産業振興部長　 小谷　裕司
舞鶴市みなと振興・国際交流課長　 小島　　宏
舞鶴市みなと振興・国際交流課国際交流係長 渡瀨　弘樹
舞鶴市みなと振興・国際交流課国際交流係　 坪内　善紀
舞鶴市福祉企画課長　 松本　諭一
舞鶴市福祉企画課企画係長　 川手　大輔
舞鶴市高齢者支援課長　 植和田浩行
舞鶴市高齢者支援課主幹　 竹山　　真
舞鶴市高齢者支援課介護保険係長　 岩崎　充孝
社会福祉法人グレイスヴィルまいづる理事　 淡路由紀子
（先方）
大連市人民対外友好協会副会長　 于　濤
大連市人民対外友好協会秘書長　 姜春梅

大連市民生局処長　 呉紅宇
大連市衛生保健委員会副処長　 白景清
大連医科大学附属第一病院副院長　 馬 斐
大連市中日看護・介護人材交流訓練センター主任 史鉄英
大連市中日経済合作交流協会会長  徐朝法
他14人

2021年6月　ナホトカ市で姉妹都市写真展が開催

　2021年は、ナホトカ市にとって舞鶴市との姉妹都市
提携60周年、小樽市との同55周年にあたり、さらに
2022年は敦賀市との同40周年を迎えます。このよう
な背景から、コロナ禍においても実施可能なイベントと

して、ナホトカ市が写真展を開催。6月8日（火）のオープ
ニングセレモニーでは、舞鶴市長によるビデオメッセー
ジも放映されました。

オンラインを介して協議を行う舞鶴市と大連市の関係者

（上）多々見良三舞鶴市長のビデオメッセージを放映

（左）舞鶴市、小樽市、敦賀市の写真を展示
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大連市・ナホトカ市との交流 浦項市との交流浦項市との交流

2020年9月17日（木）　舞鶴市長と浦項市長のオンライン会談を実施

　日韓露国際フェリー就航に合わせ、舞鶴市と浦項市の
市長によるオンライン会談を実施。同フェリーによる人
流・物流の推進について意見交換しました。※2022年3
月現在、航路を東海港に変更し運航中。
《場所》 市役所本館3階 301会議室
　　　 Web会議システムZoomを利用
《出席者》
（当方）
舞鶴市長　　　　　　　　　　　　　　　　多々見良三
舞鶴市副市長　　　　　　　　　　　　　　堤　　　茂
京都府港湾局長　　　　　　　　　　　　　三島　　理
（一社）京都舞鶴港振興会専務理事　　　　　西山　裕樹
（先方）
浦項市長　　　　　　　 　　　李康徳
浦項市副市長　　　　　 宋扃昌
浦項市都市海洋局長　　 黃秉基

浦項市新北方政策課長　 孫鍾完
浦項市観光産業課長　　 趙顯律

2020年10月30日（金）　2020北東アジアCEO経済協力フォーラムに参加

　浦項市が主催する「2020北東アジアCEO経済協力
フォーラム」が、オフライン及びオンラインで開催。舞鶴
市を含む海外の交流都市は、事前に録画した動画を放映
する形で参加しました。
《場所》 ポスコ国際館（浦項市）
《プログラム》
9：00　開会式
9：40　基調演説
「トレランスとイノベーション：北東アジア時代に浦項が
歩むべき道」
　　講師：前経済副総理　金東
10：00　参加都市CEO発表（録画映像の放映）
「新型コロナウイルス感染拡大に対する北東アジアの各
地方政府の対応と協力」

　　発表1．中国　琿春市長
　　発表2．日本　舞鶴市長
　　発表3．ロシア　ウラジオストク市長
　　発表4．韓国　浦項市長
11：10　パネルディスカッション（オンライン・ライブ配信）
「環東海地域における経済の変化と浦項の戦略的選択」
【パネリスト】
（会場）
建国大学校教授　　　　　　チン・シュイ
産業研究院博士　　　　　　イ・ドゥヒ　他４人
（オンライン）
ウラジオストク国立経済サービス大学長
　　　　　　　　　　　　　アレクサンドル・ラトキン
商科大学教授　　　　　　　ヨシモト　コウジ　

李康徳浦項市長と会談する多々見良三舞鶴市長（写真右）

演説する多々見良三舞鶴市長（録画映像） 浦項市との交流を紹介（録画映像）
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浦項市との交流浦項市との交流

2021年8月　交流10周年記念　舞鶴・浦項Web写真展を開催

ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流

　舞鶴市と浦項市は、2011年の「経済交流等の推進に
関する協定書」締結以降、様々な分野において交流を展開
し、2021年で10周年を迎えました。これを記念し、

Webページを利用した両市を紹介する写真展を開催し
ました。

浦項市を紹介する舞鶴市ホームページ

舞鶴市を紹介する浦項市ホームページ
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浦項市との交流 ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流

2020年7月10日（金）～8月21日（金）　Noriko学級への募金活動を実施

　フェルガナ州リシタン地方にある日本語学
校「Noriko学級」が、新型コロナウイルス感染症
の影響で運営が困難な状況に陥ったと聞き、同
校を支援しようと「Noriko学級を支援する会」
代表の永田立夫さんが募金活動を開始。ホスト
タウンである舞鶴市もこの活動に賛同し、多方
面へ募金への協力を呼び掛けたところ、市内外
から予想を上回る大きな反響があり、
642,254円の募金が集まりました。

2021年1月～6月　ウズベキスタン応援動画「オルガ・ウズベキスタン」の募集・制作

　ホストタウン交流の一環として、東京オリンピック出
場に向けて準備を進めるウズベキスタン共和国レスリン
グ・柔道選手団や関係者に向けた応援動画3本を制作。
YouTubeの舞鶴市公式チャンネルなどで配信しまし
た。
《制作動画》
①市民・団体からの投稿動画（写真上）
　募集するメッセージに「頑張れ ウズベキスタン」を意
味するウズベク語「オルガ　ウズベキスタン」を入れて一
体感を創出。
②舞鶴とウズベキスタンの交流の歩み紹介動画（写真中
央）
③市内小中高校生の合同合唱団によるウズベキスタン共
和国国歌斉唱動画（写真下）

Noriko学級の募金活動に協力した日星高校

　ウズベキスタン柔道代表選手団からは舞鶴市民
の皆さんへのビデオメッセージが届きました。
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ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流

2021年2月19日（金）～　Noriko学級で「舞鶴‐ウズベキスタン～抑留から交流～」常設展示

ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流

　フェルガナ州リシタン地方にある日本語学校「Noriko
学級」において、舞鶴とウズベキスタンの交流に関するパ
ネルの常設展示を実施。抑留と引き揚げの歴史が繋いだ
舞鶴とウズベキスタンの縁を紹介するとともに、「東京オ
リンピック」のホストタウン交流、人材育成交流への展開
などを紹介しています。

《パネル展示の概要》
①抑留の歴史と舞鶴への引き揚げに関する紹介パネル　
14枚
②東京オリンピックをきっかけとした交流の始まりに関
する紹介パネル　10枚
③未来に向かう新たな交流に関する紹介パネル　11枚
　　合計35枚

2021年6月29日（火）～8月31日（火）　「ウズベキスタン展 in ホストタウン舞鶴」を開催

　いよいよ間近に迫った東京オリンピックへ向けて、歓
迎ムードを盛り上げるため、6月29日（火）から市内各所
で「ウズベキスタン展inホストタウン舞鶴」を開催しまし
た。
《場所》
①6公民館（中、西、南、加佐、大浦、城南）
②2図書館（東、西）

③文化公園体育館
④市役所本庁ロビー
《内容》  パネルや写真の展示
①「ウズベキスタンってどんな国？」
②「海外引き揚げがつなぐウズベキスタンと舞鶴の縁」
③ホストタウン交流（スポーツ、文化）や人材育成交流（茶
栽培技術）について

市役所での展示

展示会場交流の歴史をパネルで紹介
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ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流 ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流

2021年7月3日（土）　ウズベキスタン共和国「お国紹介セミナー」を開催 

　ウズベキスタン共和国柔道代表選手団の事前合宿歓迎
事業として「お国紹介セミナー」を開催しました。 
《場所》 赤れんが2号棟（市政記念館）ホール
《講師》 駐日ウズベキスタン共和国大使館
①二等書記官　ナジロフ・ジキリロ
②三等書記官　グリャモフ・イザティラ
《プログラム》
①舞鶴市長あいさつ
②大使館員によるセミナー
　・ウズベキスタン共和国の概要
　・選手団を受け入れる上で、知っていると役に立つこと 
（文化、生活習慣等）
③舞鶴市のホストタウンとしての歓迎について
  ・応援メッセージ動画「オルガ ウズベキスタン」の放映
  ・事前合宿の詳細について
《参加者》 まいづる市民応援団など計50人

2021年12月5日（日）　舞鶴市長が「ウズベキスタン共和国独立30周年勲章」を受章

　ウズベキスタン共和国政府から、両国の友好親善に寄
与した功績をたたえ、舞鶴市長に対し「ウズベキスタン共
和国独立30周年勲章」が授与されました。日本の地方自
治体の首長としては初めての受章です。
《授与式》
①年月日　2021年12月5日（日）
②場　所　駐日ウズベキスタン共和国大使館
③授与者　特命全権大使
　　　　　　　　　　アブドゥラフモノフ・ムクシンフジャ
④今回の受章者（７人）
　・舞鶴市長　　　　　　　　　　多々見良三
　・筑波大学学長　　　　　　　　永田　恭介
　・東洋大学総長　　　　　　　　福川　伸次
　・東洋大学学長　　　　　　　　矢口　悦子
　・名古屋経済大学学長　　　　　佐分　晴夫
　・東京農工大学准教授　　　　　川端　良子
　・北海道大学准教授　　　　　　樋渡　雅人

（上）セミナー会場
（下）ナジロフ・ジキリロ二等書記官が説明

勲章を授与された多々見良三舞鶴市長
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ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流

7月12日（月）、成田国際空港に到着した選手団は、
貸切バスで舞鶴へ移動。舞鶴の到着は深夜になり
ましたが、笑顔を見せてくれました。

市職員や関係者約30人が「舞鶴へようこそ」とウズベク語で
書いた横断幕を掲げて選手団を歓迎しました。

（上）宿泊先で朝食を取る選手団。
（左）夕食にプロフが登場し、イリアディス・イリアスヘッドコーチから

笑みがこぼれました。

東京オリンピック柔道代表選手団事前合宿2021年7月12日（月）   ～19日（月）　2021年7月12日（月）  
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ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流

式典中にウズベキスタン共和国オリンピック委
員会とのスポーツ交流に関する覚書を交換。
フィナーレでは、選手団から拍手が起きました。

7月14日（水）、文化公園体育館でコロナ対策を徹底した上で歓迎セレモ
ニーを開催。選手1人1人の入場・紹介からスタートし、市内小中高校生の合
唱団によるウズベキスタン共和国国歌斉唱動画の放映などを行いました。

（左）選手団からの記念品を紹介するカハロフ・
エリドルマネージャー。

（下）練習会場の文化公園体育館には、看板や横
断幕を設置し、選手団を応援しました。

東京オリンピック柔道代表選手団事前合宿東京オリンピック柔道代表選手団事前合宿2021年7月12日（月）   ～19日（月）　～19日（月）　
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練習では、乱取りやコーチとの技の確認、走り
込みなどを行い、合間にリフレッシュのための
フットサルやバレーボールを楽しむ姿もあり
ました。

（左）数字の「７」がデザインさ
れたトレーニングウエア
を着る選手団。「セーブル」
というウズベキスタンの
ブランドで偶然にも日本
語の「て」に似ています。

（右）7月16日（金）に行われた
記者会見では、選手団が本
大会での抱負を語りまし
た。

銅メダルを獲得！

ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流 東京オリンピック柔道代表選手団事前合宿2021年7月12日（月）   ～19日（月）　2021年7月12日（月）  
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7月19日（月）、市役所庁舎前で、本大会の地へ向
かう選手団の出発式を開催。市民や市職員約
200人が参加しました。多々見市長が激励し、カ
ミロフ会長は舞鶴での事前合宿に対する感謝
の言葉を述べました。

7月15日（木）、練習会場と宿泊先の往復に行動が制限された選手団を応援しようと、昭光保育園の
園児約40人が選手団を乗せたバスに向かって園内から声援を送りました。

銅メダルを獲得！銅メダルを獲得！
男子90kg級代表　ボボノフ・ダヴラト選手
　本大会では、ボボノフ選手が3回戦で敗退しましたが、その
後の敗者復活戦を勝ち上がり、3位決定戦でトルコ代表選手に
体落としで１本勝ちを収め、銅メダルに輝きました。

©2021ウズベキスタンオリンピック委員会

ウズベキスタン共和国とのホストタウン交流 東京オリンピック柔道代表選手団事前合宿東京オリンピック柔道代表選手団事前合宿2021年7月12日（月）   ～19日（月）　～19日（月）　
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ウズベキスタン共和国との人材育成交流ウズベキスタン共和国との人材育成交流

2020年2月18日（火）～24日（月）　ウズベキスタン共和国に茶栽培調査団を派遣

ウズベキスタン共和国との人材育成交流

　舞鶴市とリシタン地方との覚書の合意事項である「茶
の栽培技術の普及」に関し、事業の始動に不可欠な推進体
制の構築、事業計画策定に係る協議、現地情報の把握を行
うことを目的として、関係課職員を現地に派遣しました。
《調査団》
①舞鶴市みなと振興・国際交流課長　 小島　　宏
②舞鶴市みなと振興・国際交流課国際交流係長
 　渡瀨　弘樹
③舞鶴市みなと振興・国際交流課　 坪内　善紀
《日程》
2月18日（火）　タシケント市着
2月19日（水）　JICAウズベキスタン事務所訪問、ウ

ズベキスタン日本人材開発センター訪

問、JETROタシケント事務所訪問
2月20日（木）　タシケント国立農業大学及び農業省と

の協議、タシケント市発、農場視察
（コーカンド）、フェルガナ市着

2月21日（金）　フェルガナ州政府との協議
2月22日（土）　看護学校への説明会（リシタン地方政

府庁舎）、リシタン地方政府との協議、
Noriko学級生徒及び保護者への説明
会（近畿能開大京都校＆特定技能（介
護）について）

2月23日（日）　フェルガナ市発、タシケント市着、タ
シケント市発

2月24日（月）　仁川着、仁川発

2020年12月11日（金）～13日（日）　Noriko学級生徒が来訪

　舞鶴市とリシタン地方との覚書に基づき、「産業技術人
材育成」分野の交流の一環として、Noriko学級の生徒が
市内の近畿職業能力開発大学校京都校を受験する希望が
あり、４人の訪問団を受け入れました。
《訪問団（Noriko学級生徒）》
①イシモイロフ・イザティロ
②イギタリエフ・シャフゾッド
③トジボエフ・ミルゾラフマット
④ボボエフ・ハミドゥロ
《受入日程》
12月11日（金）　大阪市（滞在先）→舞鶴市
12月12日（土）　近畿能開大京都校受験
12月13日（日）　引揚記念館見学
　　　　　　　　 令和元年ウズベキスタン市民訪問団

員との交流
　　　　　　　　  舞鶴市→大阪市（滞在先）

リシタン地方政府との協議タシケント国立農業大学との協議

舞鶴を訪れたNoriko学級生徒
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ウズベキスタン共和国との人材育成交流 ウズベキスタン共和国との人材育成交流ウズベキスタン共和国との人材育成交流

2021年2月19日（金）　舞鶴市長とリシタン地方長官によるオンライン会談

　舞鶴市とリシタン地方との覚書に基づき、①産業技術
の習得を目的に近畿職業能力開発大学校京都校へ留学す
る方、②介護福祉の即戦力として特定技能（介護）資格に
より市内介護施設で就労する方に対し、渡航費や生活費
の一部などを支給する制度の創設を予定しており、この
内容をリシタン側へ伝達し、優秀な外国人材の市内就
労・定住に向けての協力体制を確認しました。
《場所》 市役所本館3階301会議室
          Web会議システムZoomを利用
《出席者》
（当方）
①舞鶴市長　　　　　　　　　　　　　　　多々見良三
②舞鶴市副市長　　　　　　　　　　　　　堤　　　茂
③舞鶴市副市長　　　　　　　　　　　　　山口　寛士

（先方）
①リシタン地方長官　　　　 ソリエフ・スフホンジョン
②Noriko学級校長　　 　　 ナジロフ・ガニシェル
③近畿能開大京都校留学予定者 3人

2021年3月20日（土）～31日（水）　茶の試験栽培のための苗木輸送

　舞鶴市とリシタン地方との覚書の合意事項である「茶
の栽培技術の普及」に関し、現地で茶の試験栽培を行うた
め、苗木をウズベキスタンに輸送しました。苗木はリシタ
ン地方をはじめ栽培候補地に新植し、試験栽培を開始し
ました。
《協力者》
①埼玉県茶業研究所
　　茶業技術研究担当 専門研究員　　　　  高橋　　淳
②東京農工大学　准教授　　　　　　　　　川端　良子
③タシケント国立農業大学教員（東京農工大学留学中）
　 　　　　　　　　　　　　　  シェルゾッド 他
《輸送日程》
3月27日（土）　大阪発
3月31日（水）　タシケント着
《輸送品目》
①苗木　さやまかおり、ふくみどり
②種子　さやまかおり

オンラインを介して会談する多々見良三舞鶴市長

（上）輸送のための準備作業
（下）輸送前の苗木
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ウズベキスタン共和国との人材育成交流ウズベキスタン共和国との人材育成交流

2021年4月1日（木）　産業技術人材・介護福祉人材育成支援制度を創設

京都舞鶴港を活用した貿易振興

　リシタン地方から、産業技術の習得を目的に近畿職業
能力開発大学校京都校へ留学する方、市内介護施設で就
労する方に対して、渡航費や生活費の一部などを支援す
る「ウズベキスタン人材育成支援制度」を創設しました。
《制度概要》
①近畿職業能力開発大学校京都校への留学支援
対象者：リシタン地方との覚書に基づく同校入校者

支援内容：
・来日渡航費及び入学支度金150,000円の支給
・生活費15,000円／月の支給
②介護施設就労者への就労支援
対象者：リシタン地方との覚書に基づく市内介護施設で

の就労者
支援内容：
・来日渡航費及び就職支度金150,000円の支給

介護施設を見学するNoriko学級のナジロフ・ガニシェル校長近畿能開大京都校を見学するNoriko学級生徒

2021年12月11日（土）　ウズベキスタンセミナーを開催

　NHK総合「『ニッポンで頑張る！』を応援します交友
記」に出演したウズベキスタン人留学生のウタエフ・ラジ
ズさんとご親戚のムルタゾエフ・ジョニベックさんが来
訪。留学事情について語るウズベキスタンセミナーを開
催しました。
《場所》
Coworkation Village MAIZURU（赤れんが３号棟2階）

《内容》
①「『ニッポンで頑張る！』を応援します交友記」放映
②ウタエフさんによる講演
③舞鶴市とウズベキスタン共和国との人材育成交流の取
り組み紹介

《参加者》 約20人

舞鶴滞在中に引揚記念館を視察発表するウタエフ・ラジズさん
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ウズベキスタン共和国との人材育成交流 京都舞鶴港を活用した貿易振興京都舞鶴港を活用した貿易振興

2020年1月17日（金）～21日（火）　中国駐大阪総領事館主催　第二回「対話遼寧」訪問団に参加

　中国の遼寧省をはじめとする東北地方と日本の関西地
方との交流・協力を目的として中国・瀋陽市で開催された
「第二回対話遼寧」に参加。対中ビジネス実施企業との関
係構築や京都舞鶴港のプロモーション活動を行いまし
た。
《訪問者》
舞鶴市産業振興部産業創造室長　 小森　　実
(一社)京都舞鶴港振興会常務理事　 新宮　敦雄
《日程》
1月17日（金）　大阪発、瀋陽市着
1月18日（土）　遼寧・関西経済貿易交流会及び遼寧・

関西経済貿易協力商談会参加
分科会（経済貿易商談会、金融交流
会、友好交流フォーラム）参加
瀋陽日本産業パークセミナー参加

1月19日（日）　企業訪問、瀋陽市内視察、大連市へ移
動

1月20日（月）　大連市内視察、大連－関西交流協力大
会参加

1月21日（火）　大連市発、大阪着

遼寧・関西経済貿易交流会

2020年2月18日（火）～22日（土）　ミャンマー視察団に参加

　ミャンマーとの貿易増加を見据え、現地の港湾事情や
経済状況を視察する「ミャンマー視察団」に参加。現地企
業や日本の港湾物流企業との関係構築・強化を図りまし
た。
《訪問者》
(一社)京都舞鶴港振興会常務理事　 新宮　敦雄
《日程》
2月18日（火）　大阪発、ヤンゴン市着
2月19日（水）　JETRO及び企業訪問
2月20日（木）　港湾施設視察、日系企業訪問
2月21日（金）　工業団地視察、ヤンゴン市発
2月22日（土）　大阪着

現地企業（シャンプー製造設備）を視察
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京都舞鶴港を活用したクルーズ客船の誘致京都舞鶴港を活用したクルーズ客船の誘致

2020年10月5日（月）～9日（金）　Seatrade Cruise Virtual 2020に参加

その他国際交流

　世界のクルーズ業界関係者が一堂に会する「シート
レード・クルーズ・グローバル」やアジア最大のクルーズ・
コンベンションである「シートレード・クルーズ・アジア」
等に代わり、オンラインで「Seatrade Cruise Virtual 
2020」が開催され、京都舞鶴港のブースを出展。情報収
集やクルーズ客船の誘致活動を行いました。
《参加者》
舞鶴市みなと振興・国際交流課長   小島　　宏
京都府経済交流課長補佐兼係長　 澁谷五早代
京都府経済交流課主任　 林田　牧子
海の京都DMO商品企画・マーケティング部長
 松田　好朗

京都舞鶴港ブース

2021年3月8日（月）～10日（水）　Seatrade Cruise Virtual 2021 Expedition Cruisingに参加

　オンラインにより、探検船に焦点を当てたクルーズ・コ
ンベンションが開催され、情報収集やクルーズ客船の誘
致活動を行いました。
《参加者》
舞鶴市みなと振興・国際交流課長   小島　　宏
京都府経済交流課主任　 林田　牧子
海の京都DMO商品企画・マーケティング部長
 松田　好朗

コンベンションの様子

2021年9月27日（月）～10月1日（金）　Seatrade Cruise Global2021に参加

　オンライン及びオフラインで、クルーズ・コンベンショ
ンが開催され、情報収集やクルーズ客船の誘致活動を行
いました。
《参加者》
舞鶴市みなと振興・国際交流課長   小島　　宏
京都府経済交流課主任　 林田　牧子
海の京都DMO商品企画・マーケティング部長
 松田　好朗

コンベンションの様子
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京都舞鶴港を活用したクルーズ客船の誘致 その他国際交流その他国際交流

2020年1月17日（金）、8月23日（日）　多文化共生講演会を開催

　多文化共生社会の理解促進のため、「多文化共生講演
会」を開催。多くの市民の皆さんに参加いただきました。
《1月17日》
場所：西駅交流センター3階
講師・演題：ダイバーシティ研究所参与　　　井上　　洋
　「地域におけるダイバーシティ推進の意義と課題」

《8月23日》
場所：中総合会館4階
講師・演題：
①京都府国際センター事業課長　 近藤　徳明
　「京都府における外国人住民の現状」
②ダイバーシティ研究所参与　 井上　　洋
　「振り向けば外国人がいる社会」
③名古屋YWCA総幹事 事務局長　 磯村美保子
　「ことばと心の壁を取り除く人～地域日本語ボラン
ティア」
④舞鶴国際交流協会
　「MIAにほんご教室活動紹介」

講演会（8日23日）

2020年7月6日（月）　JICA海外協力隊員がオンラインで市長表敬訪問　

　独立行政法人国際協力機構（JICA）の海外協力隊員と
して、パラグアイ共和国に派遣された舞鶴市出身の橋口
奈奈穂さんが、舞鶴市長をオンラインで表敬訪問しまし
た。橋口さんは2017年9月から2年間、同国で学校給食
の調査活動などを実施。画面上で現地での体験を報告し
ました。

オンラインで活動報告する橋口奈奈穂さん（画面右）
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その他国際交流その他国際交流

2020年8月29日（土）　日星高校が出前講座「多文化共生」に参加

その他国際交流

　日星高校の特進クラス１年生11人が多文化共生につ
いて学ぶため、市が主催する出前講座に参加。外国人の在
留制度や市内に在住する外国人について学習するととも
に、舞鶴国際交流協会が主催する「にほんご教室」に参加
し、外国人受講生と意見交換などを行いました。

2020年10月に計5回、2021年12月に計5回　「日本語支援ボランティア養成講座」を開講

　在住外国人を対象とした日本語教室の継続的な運営の
ため、新規日本語支援ボランティアを養成する講座を開
講。各年5回の講座に計48人が受講しました。

ベトナム人と交流する日星高校生徒

講座（2020年10月18日）
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その他国際交流 その他国際交流その他国際交流

2020年11月6日（金）～8日（日）、2021年11月5日（金）～7日（日）
舞鶴ユネスコ協会が「わたしの町のたからもの」絵画展を開催

　舞鶴ユネスコ協会が、ショッピングセンターらぽーる
で、「わたしの町のたからもの」絵画展を開催。市内の幼稚
園、小・中学校の作品のほか、姉妹・友好都市であるロシ
ア・ナホトカ市、中国・大連市の子ども達の作品が展示さ
れ、多くの来場がありました。

展示会場（2021年11月5日）

ナホトカ市の絵画（2021年11月5日）大連市の絵画（2021年11月5日）

2021年9月26日（日）　海軍鎮守府開庁120周年記念　東郷邸にイチョウを植樹

　旧海軍舞鶴鎮守府開庁120周年を記念し、初代司令官
を務めた東郷平八郎元帥ゆかりのイチョウの植樹式が東
郷邸で行われました。イチョウは東郷元帥が英ウェール
ズ滞在時に日本政府が贈り、現地で大切に育てられ、地元
の郷土史家が故郷の日本に帰そうと挿し木された苗木を
本市に贈ったものです。植樹式には、多々見良三舞鶴市
長、伊藤弘海上自衛隊舞鶴地方総監、キャロリン・デイ
ビッドソン在大阪英国総領事らが参加しました。

イチョウを植樹する関係者
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　独立行政法人国際協力機構（JICA）の海外協
力隊員として、2022年1月から2年間、チュニ
ジア共和国で活動される舞鶴市出身の志馬咲
子さんが、市役所をオンラインで表敬訪問。派
遣前の報告を行いました。志馬さんは、現地で
リハビリが必要な障害児・者の発達課題に合わ
せたプログラムの作成及び実施運営を行う予
定です。

その他国際交流その他国際交流

2021年10月31日（日）　舞鶴国際交流協会が「多文化共生講演会」を開催

その他国際交流

　舞鶴国際交流協会が、西市民プラザで「多文化共生講演
会」を開催。福知山公立大学国際センター長の渋谷節子教
授が多文化共生の課題や実現に向けた考え方について講
演しました。高校生を含む市民ら65人が参加しました。

2021年12月22日（水）　JICA海外協力隊員がオンラインで舞鶴市役所を表敬訪問

講演する渋谷節子教授

2020年～21年（通年）　国際交流員による出前講座を開催

　異文化理解を促進するため、ウズベキスタン人国際交
流員のレ・アルトゥルさんが講師として、出前講座を年間
を通じて開催しました。

シオン幼稚園で講義するレ・アルトゥル国際交流員

オンラインで意気込みを語る志馬咲子さん（左下）
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その他国際交流 その他国際交流その他国際交流

外務省勤務録
～４年間の派遣を終えて～　　みなと振興・国際交流課付　池田　好宏

安倍総理訪中時の日本政府専用機前で（中国成都市）
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文化発信行事で日本酒や日本の地域の魅力を紹介大連市と舞鶴市の友好10周年記念碑（大連市中山公園）

その他国際交流その他国際交流 その他国際交流
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安倍総理と出張対応者との集合写真（後列左から3番目が私）

その他国際交流 その他国際交流その他国際交流
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大連空港での舞鶴からの医療物資の受け取り（右端が私） 

その他国際交流その他国際交流



その他国際交流

ナホトカ市のホームページです。ナホトカ市の歴史・教育・産業・経済自由区や観光案内などを
検索することができます。（ロシア語・一部英語版あり）

大連市のホームページです。大連市の概要・投資ガイド・観光案内などについて検索することが
できます。（中国語・英語・日本語版等）

ポーツマス市のホームページです。観光案内・市役所の仕事などについて検索することができます。
（英語版）

外務省のホームページです。在外公館のニュースや安全情報を検索できます。（日本語・英語版等）

舞鶴市のホームページです。姉妹・友好都市との交流や市政全般の情報を検索することができます。
（多言語自動翻訳システムを導入）

NPO法人舞鶴国際交流協会のホームページです。在住外国籍市民との交流や支援などを中心に
活動を展開しています。

一般社団法人京都舞鶴港振興会のホームページです。京都舞鶴港の概要や定期航路、クルーズ客船、
港湾施設等についての情報が掲載されています。

各種ホームページの紹介

姉妹都市・友好都市のホームページや海外安全情報などのホームページを紹介します。

いろいろな情報の検索に便利ですので、ぜひご活用ください。

https://www.nakhodka-city.ru/

https://www.dl.gov.cn/

https://www.portsmouth.gov.uk/

https://www.mofa.go.jp/mofaj/

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/

https://www.port.maizuru.kyoto.jp/

http://www.npomia.com/
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