
（市町村等事業）

実施時期 実施場所
参集範囲
（対象）

内　　　　　容 主催者・問合せ先

特産品販売 通年
道の駅 伊達の郷
りょうぜん

伊達市民
福島県民

姉妹都市北海道松前町の特産品の販売
とパンフレット配布等による観光ＰＲ
により、両市町の誘客促進を図るとと
もに交流を深める。

道の駅 伊達の郷 りょうぜ
ん
電話024-573-4880

松前町（姉妹都市）都
市間交流事業

４月１１日（木）
～４月１２日（金）

松前町立松前中
学校

各首長、
松前中学校生徒

姉妹都市伊達市立梁川中学校と生徒会
交流を行っている松前中学校に、伊達
市から『花桃』を寄贈し、両市町並び
に両校の更なる交流発展を祈念し、交
流の証として植栽する。

伊達市市民生活部市民協働
課
電話：024-575-1177

物産品販売 ５月２５日（土）
本宮市地域交流
センター

本宮市民
福島県民

本宮市地域交流センターのオープニン
グイベント時に、全国へそのまち協議
会加盟市町村である富良野市の特産品
のＰＲ・販売により相互交流を図る。

本宮市産業部商工観光課
電話：0243-24-5382

北海道物産展
５月２９日（水）
～６月２日（日）

道の駅あいづ
湯川・会津坂下

近隣町村民等
北海道の特産物の販売を通し、地域振
興を図る。

道の駅あいづ
湯川・会津坂下
0241-27-8853

北海道宿泊学習
６月２５日（火）
～６月２８日（金）

北海道栗山町
北海道札幌市

川俣町立飯坂小学５年生

大地震や原発事故の被害に遭った子ど
もたちに、北海道の大自然での豊かな
経験と社会見学等と通して、未来に向
けた明るいビジョンを目指す。

川俣町教育委員会学校教育
課
電話：024-566-2111
川俣飯坂小学校
電話：024-566-2440

事　　業　　名

令和元年度北海道・福島県交流事業一覧

事　　　業　　　の　　　概　　　要
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（市町村等事業）

実施時期 実施場所
参集範囲
（対象）

内　　　　　容 主催者・問合せ先
事　　業　　名

令和元年度北海道・福島県交流事業一覧

事　　　業　　　の　　　概　　　要

長沼町交流ゴルフ大会 ７月１４日（日）
マオイゴルフリ
ゾート（北海道
長沼町）

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２１年から実施
し、スポーツを通じて相互交流を深め
る。

長沼町産業振興課
電話：0123-76-8019

桃のトップセールス
７月１６日（火）
～７月１８日（木）

北海道札幌市
北海道旭川市

札幌市民
旭川市民

福島県産果物の重点市場である北海道
で、ミスピーチキャンペーンクルーに
よるPR事業及び店頭試食販売を行う。

福島県くだもの消費拡大委
員会
事務担当：宮田
伊達市産業部農政課
電話：024-573-5635

中学生国内研修事業
北海道研修
農産物ＰＲ事業

７月２５日（木）
～７月２７日（土）

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。

玉川村産業振興課
電話：0247-57-4629

伊達開拓
ふるさと従兄弟（い～
とこ）」スポーツ祭

７月２７日（土） 新地町

新地町、北海道伊達市、
宮城県亘理町・山元町・
柴田町各市町のスポーツ
少年団及び市町民

ふるさと姉妹都市、歴史友好都市とし
て交流している新地町、北海道伊達
市、宮城県亘理町・山元町・柴田町が
スポーツ祭を開催

伊達藩「ふるさと姉妹都
市・歴史友好都市」連絡協
議会事務局
新地町企画振興課
電話：0244-62-2112

へそのまち・子ども交
流事業

７月２９日（月）
～７月３１日（水）

北海道富良野市
富良野市内小学生
本宮市内小学生

小学生を全国へそのまち協議会加盟市
町村である富良野市へ派遣し、現地の
小学生と、交流やお祭りの参加をする
ことで、豊かな心や感性の醸成を図
る。

本宮市教育部幼保学校課
電話：0243-24-5445
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（市町村等事業）

実施時期 実施場所
参集範囲
（対象）

内　　　　　容 主催者・問合せ先
事　　業　　名

令和元年度北海道・福島県交流事業一覧

事　　　業　　　の　　　概　　　要

北海道トップセールス
（北海道ニセコ町・札
幌市）

７月３０日（火）
～８月１日（木）

北海道ニセコ町
「道の駅ニセ
コ」
北海道札幌市

北海道民
桃のＰＲ、北海道庁、札幌中央卸売市
場、札幌市役所、ニセコ町「道の駅ニ
セコ」

国見町産業振興課
電話：024-585-2986

松前町立松前中学校・
伊達市立梁川中学校
交流事業

７月３１日（水）
～８月２日（金）

伊達市立梁川中
学校

松前町立松前中学校生徒
伊達市立梁川中学校生徒

伊達市と北海道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、交互交流
を行い平成31年度は松前中学校生徒が
伊達市を訪問する。

伊達市教育委員会学校教育
課
電話：024-573-5833

姉妹都市交流子ども親
善使節団

８月３日（土）
～８月５日（月）

北海道大樹町
北海道豊頃町

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、両町市より一層の有効と
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。
※本年は相馬市小学生が、大樹町・豊
頃町へ使節として派遣。

相馬市教育委員会
生涯学習課
電話：0244-37-2187

子ども文化芸術交流事
業

８月７日（水）
～８月９日（金）

原町生涯学習セ
ンター（南相馬
市）

スクラム支援会議８自治
体及び南相馬市の小中学
生

女子美術大学（杉並区）の教授及び学
生を講師に迎え、対象自治体（北海道
名寄市ほか７自治体）と南相馬市の小
中学生が交流しながらアート作品を制
作する。なお、当該事業は平成29～31
年度の３か年事業で実施しており、今
年度をもって終了予定。

南相馬市教育委員会事務局
生涯学習課文化振興係
電話：0244-24-5249

なよろ夏休み防災・科
学セミナー2019（仮）

８月上旬 北海道名寄市 南相馬市内小学生

災害協定締結都市等からの招待事業で
市内の小学生を対象に、名寄市の自然
や文化、防災の知識を身に付けるも
の。

南相馬市教育委員会生涯学
習課原町生涯学習センター
電話0244－24－5322
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（市町村等事業）

実施時期 実施場所
参集範囲
（対象）

内　　　　　容 主催者・問合せ先
事　　業　　名

令和元年度北海道・福島県交流事業一覧

事　　　業　　　の　　　概　　　要

伊達開基１５０周年記
念事業

８月２４日（土）
～８月２５日（日）

北海道伊達市

新地町、北海道伊達市、
宮城県亘理町・山元町・
柴田町各市町の首長及び
北海道民等

伊達開基１５０周年を記念しての式典
をふるさと姉妹都市、歴史友好都市と
して交流している新地町、宮城県亘理
町・山元町・柴田町を招き開催する。

新地町企画振興課
電話：0244-62-2112

だてな太鼓まつり ８月２５日(日) 保原総合公園
伊達市民
福島県民

伊達市のＰＲ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交流都市に
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

長沼まつり ９月１４日（土）
長沼金町通り
（須賀川市）

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

とよころ産業まつり
９月１５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

第５回　松前城下マグ
ロまつり

９月中旬 松前城下通り
各首長、
関係団体
伊達市民

姉妹都市北海道松前町との交流イベン
ト。各種イベントの他、北海道松前町
をはじめとした物産展を開催する。

伊達市産業部商工観光課
電話：024-573-5632
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実施時期 実施場所
参集範囲
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内　　　　　容 主催者・問合せ先
事　　業　　名

令和元年度北海道・福島県交流事業一覧

事　　　業　　　の　　　概　　　要

大樹町柏林公園まつり
９月２２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
企画商工課
電話：015-586-2114

北の大地で交流学校
（士別にコラッセ）

９月２３日（月）
～９月２６日（木）

北海道士別市
川内村の小学生
士別市の小学生
士別市民

川内村と士別市の両小学生が一緒に授
業や体験学習に参加することで交流を
図る。

川内村教育委員会
電話：0240-38-3805

夕やけ市 ９月２８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

長沼地域ゴルフ大会 １０月１２日（土）
ローレルバレイ
カントリークラ
ブ（須賀川市）

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

かわうち祭り　秋の陣 １０月２０日（日）
川内村へリポー
ト

川内村民
福島県民等

村民の健康増進と伝統文化及び特産品
の周知・継承を目的としたイベント。
絆づくりに関する協定を締結している
北海道士別市による特産品の販売会と
パンフレット配布等による観光ＰＲに
より、来場者に士別市のことを知り、
感じてもらう。

川内村観光協会
電話：0240-38-2346
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（市町村等事業）

実施時期 実施場所
参集範囲
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内　　　　　容 主催者・問合せ先
事　　業　　名

令和元年度北海道・福島県交流事業一覧

事　　　業　　　の　　　概　　　要

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、遠軽小学校より特産品等が贈
られており、翁島小学校からは御礼の
手紙などを贈っている。

猪苗代町立翁島小学校
電話：0242-65－2311

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
福島県民

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。

JA伊達みらい
梁川総合支店
電話：024-577-2151

そうま市民まつり
１１月３日（日）
予定

相馬市
（市民のひろ
ば）

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。

相馬市観光協会
電話：0244-35-3300

物産品販売 １１月１０日（日） 本宮市
本宮市民
福島県民

本宮市で開催される「しらさわ秋まつ
り」で、全国へそのまち協議会加盟市
町村である富良野市の特産品のＰＲ・
販売により相互交流を図る。

本宮市政策推進課
電話：0243-24-5323

英語コミュニケーショ
ンスキル研修

１１月
北海道栗山町
北海道札幌市

川俣高校生
川俣中学校生徒
山木屋中学校生徒

北海道栗山町が被災地復興支援を目的
とする（公）コカ・コーラ教育・環境
財団等と共催して実施する「英語コミ
ニュケーションスキル研修プログラ
ム」に、生徒を参加させつことによ
り、国際社会で活躍でき地域社会へ貢
献できる人材の育成に資する。

川俣町教育委員会学校教育
課
電話：024-566-2111
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参集範囲
（対象）

内　　　　　容 主催者・問合せ先
事　　業　　名

令和元年度北海道・福島県交流事業一覧

事　　　業　　　の　　　概　　　要

第８回みらい夢こども
交流事業

１１月３０日（土） 南相馬市

南相馬市及び招待自治体
の小中学生
※野馬追の里健康マラソ
ン大会参加者対象

スポーツ交流自治体・復興支援自治体
等の小中学生（北海道名寄市ほか１２
自治体※昨年度実績）を招待し、本市
出身のマラソン選手等によるワーク
ショップや法螺貝体験などを通じて、
本市の子どもたちと招待自治体の子ど
もたちとの相互の交流を深める。

野馬追の里健康マラソン大
会実行委員会事務局
電話：0244-46-2124

第３２回野馬追の里健
康マラソン大会・第１
４回ウオーキング大会
交流事業

１１月３０日（土） 南相馬市

南相馬市及び招待自治体
の関係者
※野馬追の里健康マラソ
ン大会参加自治体関係者
対象

招待自治体（北海道名寄市ほか１２自
治体※昨年度実績）、特別協賛企業、
マラソン大会実行委員会等の関係者に
相馬流山踊りなどを披露し、相互の交
流を図る。

野馬追の里健康マラソン大
会実行委員会事務局
電話：0244-46-2124

第３２回野馬追の里健
康マラソン大会・第１
４回ウオーキング大会

１２月１日（日） 南相馬市
招待自治体の小中学生及
び一般参加者

スポーツ交流自治体・復興支援自治体
等の小中学生（北海道名寄市ほか１２
自治体※昨年度実績）を招待し、マラ
ソン大会を通じて相互の交流を深め
る。

野馬追の里健康マラソン大
会実行委員会事務局
電話：0244-46-2124

北海道鹿追町パンケー
キまつり

未定
北海道鹿追町
「道の駅しかお
い」

北海道民 地域間交流事業、国見産桃のＰＲ
国見町まちづくり交流課
電話：024-585-2238
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