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戦略的国際交流・都市間交流
川崎市の姉妹都市・友好都市・友好港は？

交流事業の検証
交流事業の検証

川崎市には姉妹都市、友好都市、友好港がありま

姉妹都市・友好都市は様々な

す。
「全部覚えていますか？
全部覚えていますか？」と聞かれても、私も自
全部覚えていますか？」と聞かれて
も、私も自

きっかけで締結され、その後の

信がありません。

関係性はどうなっているのかが
関係性はどうな っているのかが

逆に、
逆に 「一つでも知ってますか？
一つでも知ってますか？」と聞かれて、
一つでも知ってますか？」と聞かれて、
」と聞かれて、一

見えにくい状況にあります。

つでも答えられる人はどれぐらいいるでしょうか？

特に、締結時の関係は文化の要素が強く、その後、

他方、相手都市の市民に同じ質問をして、いかが

他の分野にどのように派生しているのかについて、

でしょうか？

議会質問を行いました。

姉妹・友好都市「締結何周年」という機会を除き、

まず、中国の瀋陽市は、重工業での関係性から派

ほとんどそのつながりが実感できないわけですが、

生し、環境分野での交流に発展しているのが近年の

この事業に大なり小なりの税金が投入されているわ

特徴です。

けで、その情報をより多くの市民が知ることと、よ
り戦略的・効果的な運用が求められます。
姉妹・友好都市で
姉妹・友好都市で市民に
市民にもっとも知られているの
知られているの
は、おそらく「音楽のまち
は、おそらく「音楽のまち」で友好関係の強い
「音楽のまち」で友好関係の強いオー
オー
ストリアのザルツブルク市
ストリアのザルツブルク市でしょう。
ザルツブルク市でしょう。
楽器の修理が縁だったことから始まった関係で、
姉妹都市締結２２年。
平成２３年３月１１日の東日本大震災でミューザ
平成２３年３月１１日の東日本大震災でミ ューザ

また、韓国の富川市は、多文化共生を進めてきた
商店街どうしの交流から友好都市締結へ。そこから
派生し、現在、漫画のまちとしての交流を始め、川
崎市はほぼ毎年職員の人事交流を行っています。
姉妹・友好都市を戦略的な交流に発展させるため
姉妹 友好都市を戦略的な交流に発展させるため
には、川崎市と相手都市との
には、川崎市と相手都市との二都市間の交流だけで
二都市間の交流だけで
なく、三都市連携などの他都市と戦略的な連携施策
を進めるべきです。代表例としては、環境分野にお

川崎シンフォニーホールの天井
川崎シンフォニーホールの天井落下事故の際には、
落下事故の際には、

いては、川崎国際環境技術展に参加する都市が多く、

ザルツブルク市民がこのホール再建のために募金
ザルツブルク市民がこのホール再建のために募金し

環境という一つの大きなポイントに世界から集い、

てくれました。

技術を中心とした経済交流が活性化されています。

また、ザルツブルク鉄道模型クラブと麻生区に事
また、ザルツブルク鉄道模型クラブ と麻生区に事

他方、オーストラリアクイーンズランド州は姉妹

務局のあるモデルアイゼンバーンクラブは、ヨーロ

友好都市ではありませんが、上下水道局が水道事業

ッパ型ジオラマ鉄道模型で民間レベルでの交流がこ
ッパ型ジオラマ鉄道模型で民間レベルでの交流がこ

で連携を進めていて、川崎市との関係性が深まって

れまでも行われて来た経緯もあります。

います。

この関係を、より多くの市民が実感し、メリット

交流の深さは、姉妹・友好都市であるかどうかで
交流の深さは、姉妹 友好都市であるかどうかで

が出るような戦略的な交流を進めていくことが大切

はなく、民間レベルでどれだけ交流が進められてい
なく、民間レベルでどれだけ交流が進められてい

であるという観点で、６月の議会で質問しました。

るかが大切で、経済協力は関係を深めやすい交流で

す。
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戦略分野の政策目標実現に向けた、国際人材育成が
戦略分野の政策目標実現に向けた、国際人材育成が
急務であり、対応を進めるよう、求めています。

いため、今回の議会質問で総括を求めました。
いため、今回の議会質問で総括を求めました。
総務局長より「今
総務局長より「今後、川
後、川崎市としても検証してい
崎市としても検証してい
く」との答弁があり、総括をした上で、次の戦略へ
進めるという方向付けができました。
今回の質問の成果の一つとして、姉妹友好都市や
関係の深い都市に、これから戦略的な交流を進めて
いくきっかけを作れました。

市民がメリットを感じる交流
都市間交流は、直接的に交流している分野に関わ
都市間交流は、直接的に交流している分野に関わ
る人だけでなく、お互いの市民であるがゆえのメリ

国際感覚を持った人材育成に向けて

ットを活用し、より川崎市を訪問してもらえるよう

川崎市は世界を代表する都市に成長しつつありま
す。

な取り組みが必要です。
例えば、東京都の台東区では、姉妹都市の市民が

当然、国際感覚を兼ね備えた人材の育成が必要に
なります。

公共施設を利用する際に、区民価格で利用できると
いうメリットを持って集客戦略を進めています。

そこで、今回は、現在進められている韓国富川市

川崎市は海外の旅行博で配布した
川崎市は海外の旅行博で配布したパンフレットを
パンフレットを

との職員の人事交流の効果について質疑をしました。 持参してもらうと、日本民家園
持参してもらうと 日本民家園を利用する際にメリ
を利用する際にメリ
答弁では、川崎市から派遣された職員は、帰国後、

ットがあるような施策を今年度から進めていますが、
ットがあるような施策を今年度から進めていますが、

国際交流の最前線でその経験を活かしているとのこ

海外だけでなく、国内の都市への取り組みも重要で

とでした。他方、富川市は川崎市でのまちづくりに

す。

ついて政策的なノウハウを帰国後に活かしたとのこ

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに

とで、私の意見としてはもう少し川崎市側も戦略的

向け、国内外から東京周辺を訪れる人がいます。そ

な活用を進めるべきと考えます。

こで川崎市に訪問してもらえるような、取り組みの

国際感覚を養うには、現在行われている中途採用

一つとして姉妹・友好都市の市民へのメリットの享
一つとして姉妹 友好都市の市民へのメリットの享

での人材登用も一つですが、民間企業との人事交流

受が一つのきっかけになるため、今後の積極的な PR

や職員が姉妹・
や職員が姉妹・友好都市を中心に人事交流を進めた
友好都市を中心に人事交流を進めた

活動を求めています。

り、大学院等へ官費留学したりという手法がありま

おわりに

す。
また、オーストラリアのウーロンゴン市とは、川

国際交流・都市間交流は、文化から
国際交流・都市間交流は、文化から
都市間交流は、文化から始まることが
始まることが

崎信用金庫がバックアップした交換留学制度があり、
崎信用金庫がバックアップした交換留学制度が あり、 多いわけですが、市民レベルへの波及
多いわけですが、市民レベルへの波及を考える。
市民レベルへの波及
。
市民の国際人材の育成について、民間企業がこのよ

その関係を活かし、人材育成への活用。
その関係を活かし、人材育成への活用。

うな支援を行い
うな支援を行い、川崎市に貢献しています。
、川崎市に貢献しています。

そして、姉妹・友好都市の市民であることのイン
そして、姉妹 友好都市の市民であることのイン

現在、川崎市では、
現在、川崎市では、京浜臨海部の国家戦略特区を
京浜臨海部の国家戦略特区を

センティブにより、さらに交流を深める
センティブにより、さらに交流を深める
により、さらに交流を深める。

始めとしたライフイノベーション、環境産業を考え

国際交流・都市間交流における目標を掲げ、戦略

たグリーンイノベーショ
たグリーンイノベーション、福祉産業を考えたウェ
ン、福祉産業を考えたウェ

的に施策を進め
的に
進めていくことが
ていくことが、今の川崎市には必要
川崎市には必要

ルフェアイノベーションの三本の矢が経済・産業の
ルフェアイノベーションの三本の矢が 済・産業の

です。

発展の要とされていますが、知的財産を始め、成長
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