
（市町村等事業）

事　　　業　　　の　　　概　　　要

実施時期 実施場所
参集範囲
（対象）

内　　　　　容 主催者・問合せ先

函館・東北チャリ
ティープロモーション
２０１６

７月２日（土）
～７月３日（日）

札幌市中央区大
通公園８丁目広
場

札幌市民

　福島市、伊達市、二本松市、相馬市
の４市共同の事業。特産品の販売とパ
ンフレット配布等による観光ＰＲによ
り、誘客促進を図る。

福島県福島市
観光コンベンション推進室
電話:024-525-3722

伊達市産業部商工観光課
電話：024-577-3175

中学生国内研修事業
（北海道研修）
農産物PR事業

７月２７日(水)
～７月２９日(金)

PR活動実施日
７月２７日(水)

新千歳空港セン
タープラザ

新千歳空港センタープラ
ザ利用者

　東日本大震災における原発事故の影
響による風評被害払拭のため、玉川村
の中学生たちが、自身で作成したチラ
シと一緒に本村の農産物を空港利用者
に無料配布して安全性をＰＲする。

福島県石川郡玉川村
産業振興課
電話：0247-57-4629

姉妹都市交流少年親善
使節団

７月３０日（土）
～８月１日（月）

福島県相馬市
大樹町・豊頃町内小学
５，６年生
相馬市内小学５，６年生

　姉妹都市へ文化交流使節として派遣
し、交流交歓することで相互の親睦と
友情を深め、両町市のより一層の友好
と親善に寄与するとともに、リーダー
としての資質向上を図る。

福島県相馬市教育委員会
生涯学習課
0244-37-2187

あいづっこ人材育成プ
ロジェクト「会津ジュ
ニア大使～会津の元気
を全国に発信～」

８月１日（月）
～８月３日（水）

北海道余市町内 会津若松市中学生

北海道余市町と平成27年10月に「親善
交流都市」を締結したことを受けて、
両市町の中学生の交流事業を実施す
る。
会津若松市内の中学生「会津ジュニア
大使（ＰＲ大使）」を余市町に派遣
し、余市町長への表敬訪問や両市町の
プレゼンテーション等を実施し、相互
紹介・交流を行う予定。

会津若松市
教育委員会学校教育課
電話：0242-39-1461

ニセコ町・国見町「友
好交流事業」

８月２日（土）
～８月４日（月）
予定

北海道ニセコ町
内

各首長、議長、関係団
体、道民

　北海道ニセコ町（ほか岩手県平泉
町、岐阜県池田町）において、観光物
産プロモーションを行うとともに、友
好交流協定を結び、人口交流の拡大と
地域の活性化を図る。

福島県伊達郡国見町
まちづくり交流課
電話：024-585-2132

事　　業　　名

平成２８年度北海道・福島県交流事業一覧
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松前町立松前中学校・
伊達市立梁川中学校
交流事業

８月２日（火）
～８月４日（木）

松前町立松前中
学校

松前町立松前中学校生徒
及び伊達市立梁川中学校
生徒

伊達市と松前町との姉妹都市締結に基
づき、梁川中学校と松前中学校との交
流活動を行う。毎年、交互に行き来す
る予定である。

伊達市教育委員会学校教育
課
電話：024-577-3250

なよろ夏季林間学校 ８月初旬 北海道名寄市内 南相馬市内小学5，6年生

名寄市と災害時相互援助協定を締結し
ており、児童が名寄市へ行き自然観察
体験、リレーマラソン等の体験を通じ
て交流を行う。

福島県南相馬市
文化スポーツ課
電話：0244‐24‐5322

伊達市合併10周年記念
フェスティバル事業

８月２０日（土）
～８月２１日（日）
※交流事業は20日のみ

保原総合公園 伊達市民

伊達市合併10周年を祝う事業。市内の
食のＰＲや各種イベントの他、北海道
松前町をはじめとした姉妹都市や友好
都市による物産展を開催する。

伊達市市民生活部市民協働
課
電話：024-575-1177

須賀川市物産展 ８月予定 北海道長沼町 北海道民

　友好親善都市である北海道長沼町内
において、須賀川市産農産物等の販売
ＰＲを行い、須賀川市産品の消費拡大
と知名度向上を図る。

須賀川市産業部農政課
電話：0248-88-9138

長沼まつり ９月１０日（土） 長沼金町通り 須賀川市民

ねぶた・ねぷたが多数登場するまつり
の会場内において、友好親善都市であ
る北海道長沼町による「北海道産品直
売会」を実施。北海道特産品のＰＲ・
販売により相互交流を図る。

長沼まつり実行委員会
長沼観光物産振興協会
事務局：須賀川市長沼市民
サービスセンター
電話：0248-67-2111
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はこだてグルメサーカ
ス2016

９月１０日（土）
～９月１１日（日）

北海道函館市内 函館市民

　北海道新幹線開通に合わせて、函館
市ゆかりの自治体が集結した食の祭
典。お祭りパレードに、わらじ祭りが
参加予定。

福島県福島市
観光コンベンション推進室
電話:024-525-3722

とよころ産業まつり
９月１１日（日）
予定

北海道豊頃町
（ＪＡとよころ
多目的広場）

豊頃町民

　相馬市と姉妹都市である豊頃町の物
産展で相馬市の物産等をＰＲ及び販売
することにより姉妹都市の交流を深め
る。

北海道豊頃町
企画課
電話：015-574-2216

大樹町柏林公園まつり
９月１８日（日）
予定

北海道大樹町
（大樹町柏林公
園）

大樹町民

　相馬市と姉妹都市である大樹町の物
産展で相馬市の物産等をＰＲ及び販売
することにより姉妹都市の交流を深め
る。

北海道大樹町
商工観光課
電話：015-586-2114

夕やけ市 ９月２４日（土） 北海道長沼町 北海道民

友好親善都市である北海道長沼町にお
いて開催される「夕やけ市」の会場内
で須賀川市の特産品をＰＲ・販売し、
相互交流を図る。

夕やけ市実行委員会
事務局：長沼町商工会
電話：0123-88-2221

会津若松市民親善交流
推進事業～会津ゆかり
の地を訪ねて～

１０月１日（土）
～１０月３日（月）

北海道余市町・
函館市　他

一般市民

市民参加を募り、平成27年10月に「親
善交流都市」を締結した北海道余市町
をはじめ、函館市など会津ゆかりの地
を訪問。余市町民との交流会も開催予
定。

会津若松市民親善交流推進
実行委員会
事務局：会津まつり協会
電話：0242-23-4141
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会津ブランドものづく
りフェア2016

１０月１日（土）
～１１月６日（日）

福島県会津若松
市鶴ヶ城体育館
及び會津稽古堂
ほか

制限なし（市民、市外の
方）

　会津の物産と技を紹介するイベント
として今年度はまちなかの施設で分散
して開催。10月29日(土)・30日(日)に
鶴ヶ城体育館で実施する「食と技の祭
典」において、「ゆかりの地紹介コー
ナー」として出展ブースを設け、各ゆ
かりの地の特産品の販売及びPRを行う
予定。
○「会津藩北方警備ゆかりの地交流都
市共同宣言都市」北海道稚内市　ほか

会津ブランドものづくり
フェア実行委員会
事務局：
福島県会津若松市商工課内
電話：0242-39-1252

長沼地域ゴルフ大会
１０月２２日（土）
予定

須賀川市
（会場は未定）

北海道長沼町民
須賀川市民

友好親善都市である北海道長沼町との
交流事業として、平成元年から実施
し、スポーツを通じて相互交流を深め
る。

長沼ゴルフ愛好会
問合せ：須賀川市長沼市民
サービスセンター
電話：0248-67-2111

そうま市民まつり １０月３０日（日）
福島県相馬市
（市民会館前駐
車場）

相馬市民

　北海道大樹町と姉妹都市である相馬
市の物産展で大樹町の物産等をＰＲ及
び販売することにより姉妹都市の交流
を深める。

福島県相馬市観光協会
電話：0244-35-3300

北海道長沼町ふれあい
交流の旅

１０月予定
北海道長沼町ほ
か

須賀川市民

友好親善都市である北海道長沼町との
相互交流をさらに促進させ、両市の発
展と地域経済の活性化、更には福島空
港の利用促進を図る。

須賀川市産業部観光交流課
電話：0248-88-9144

北海道紋別郡遠軽町立
遠軽小学校と猪苗代町
立翁島小学校の交流事
業

１０月末 翁島小学校 翁島小学校児童

野口英世博士をゆかりとして平成２年
７月、平成５年７月、平成１５年６月
に姉妹校交流。それ以後は毎年１０月
末頃に、遠軽小学校よりジャガイモが
贈られており、翁島小学校からはみし
らず柿を御礼として贈っている。

猪苗代町立翁島小学校
電話：0242-65－2311
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ニセコ町・国見町「物
産交流事業」

１１月５日（土）
～１１月６日（日）
予定

福島県伊達郡国
見町内

福島県民
　国見町産業祭において、北海道ニセ
コ町の特産物を販売し、広く県民に紹
介する。

福島県伊達郡国見町
産業振興課
電話：024-585-2986

やながわふる里秋まつり１１月上旬

【第一会場】
梁川駅前イベン
ト広場
【第二会場】
伊達市梁川分庁
舎１Fホール

伊達市民

農業・工業・商業の異業種間の交流を
深めるイベント。特産品の即売会や、
町内各種団体等の参加による各種イベ
ントが開催され、北海道松前町による
物産展も開催。

福島県JA伊達みらい
梁川総合支店
電話：024-577-2151

伊達開拓
「ふるさと従兄弟（い
～とこ）」まちづくり
サミット

未定 宮城県柴田町

福島県新地町、
北海道伊達市、
宮城県亘理町、
山元町、柴田町
各市町の市町民

伊達開拓にかかる関係５市町が親善
交流を促進するため、それぞれ特色を
いかしたまちづくりを話し合いながら
歴史を学び未来を考えるためまちづく
りサミットを開催

伊達藩
「ふるさと姉妹都市・歴
史友好都市」連絡協議会
柴田町まちづくり政策課
電話：0244-54-2111
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