
姉妹都市・友好都市提携一覧 	 

	 
国 外 	 

	 

市 町 村 名 	 相 手 都 市 名 	 国（地域）名 	 区 分 	 

奈良市	 慶州市	 韓国（慶尚北道）	 姉妹都市	 

	 トレド市	 スペイン	 姉妹都市	 

	 西安市	 中国（陝西省）	 友好都市	 

	 ベルサイユ市	 フランス	 姉妹都市	 

	 キャンベラ市	 オーストラリア	 姉妹都市	 

	 揚州市	 中国（江蘇省）	 友好都市	 

橿原市	 洛陽市	 中国（河南省）	 友好都市	 

	 ベッチ市	 ベトナム	 

交流	 
	 ジャカルタ	 インドネシア	 

	 公州市	 韓国（忠清南道）	 

	 	 チュニジア	 

桜井市	 シャルトル市	 フランス	 友好都市	 

天理市	 ラ・セレナ市	 チリ	 姉妹都市	 

	 バウルー市	 ブラジル	 姉妹都市	 

	 瑞山市	 韓国（忠清南道）	 姉妹都市	 

大和高田市	 リズモー市	 オーストラリア	 姉妹都市	 

明日香村	 扶餘郡	 韓国（忠清南道）	 姉妹都市	 

河合町	 マジュロ市	 マーシャル諸島	 姉妹都市	 

野迫川村	 ビソケ・タトリ市	 スロバキア	 姉妹都市	 

	 

国 内 	 
	 

市 町 村 名 	 相 手 都 市 名 	 所在都道府県名 	 区 分 	 

奈良市	 郡山市	 福島県	 姉妹都市	 

	 小浜市	 福井県	 姉妹都市	 

	 太宰府市	 福岡県	 友好都市	 

	 宇佐市	 大分県	 友好都市	 

	 多賀城市	 宮城県	 友好都市	 

生駒市	 上北山村	 奈良県	 友好都市	 



市 町 村 名 	 相 手 都 市 名 	 所在都道府県名 	 区 分 	 

橿原市	 宮崎市	 宮崎県	 姉妹都市	 

桜井市	 熊野市	 三重県	 友好都市	 

	 出雲市	 島根県	 友好都市	 

大和郡山市	 甲府市	 山梨県	 姉妹都市	 

斑鳩町	 太子町	 兵庫県	 友好都市	 

	 太子町	 大阪府	 友好都市	 

	 飯島町	 長野県	 友好都市	 

上北山村	 生駒市	 奈良県	 友好都市	 

河合町	 河合村→飛騨市	 岐阜県	 友好都市	 

川西町	 川西町→十日町市	 新潟県	 
全国川西会議	 

（ネットかわにし）	 
	 川西町	 山形県	 

	 川西市	 兵庫県	 

三郷町	 三郷（みさと）市	 埼玉県	 友好都市	 

	 安曇野市	 旧三郷村	 長野県	 友好都市	 

十津川村	 新十津川町	 北海道	 母村分村	 

東吉野村	 檮原町	 高知県	 友好都市	 

	 堺市	 大阪府	 友好都市	 

	 津野町	 高知県	 姉妹都市	 

山添村	 藤井寺市	 大阪府	 友好都市	 

	 



縁 起 解 説 	 （関係市町のサイト等より抜粋） 
さらに充実を図りたいと考えていますので、関連情報・ご教示などいただければ幸いです 

 
「姉妹都市」か「友好都市」か	 

国外の場合、中国以外の自治体との交流の場合は「姉妹都市」という言葉が使われる。	 

中国の自治体との交流を進めるときには、「姉妹都市」という言葉を使うとどちらが姉で

どちらが妹かという上下関係の問題が生じることから、「友好都市」という言葉が使われる。	 	 

日本国内の自治体同士の交流の場合は、「姉妹都市」と「友好都市」の言葉の使い分けに

特に決まりはないが、姉妹都市の前段階にある都市とは「友好都市」という関係となって

いるところがある。	 

	 

奈良市	 

	 

慶州市  
大韓民国南東部に位置する古都。１９７０年４月提携。かつて慶州市は新羅の首都で

あった。新羅は６７６年に国家が分立していた朝鮮半島を統一した国である。唐と深く

結び付いていた新羅は、唐の先進的な文化や制度をとりいれ繁栄したが、権力争い等で

衰退していった結果、９３５年に高麗に滅ぼされ慶州の首都としての歴史は終わる。 
 
トレド市  
スペイン中央部に位置する古都で三方をタホ川に囲まれた美しい町。１９７２年９月提携。

トレドの繁栄は６世紀に西ゴート王国の都となったことからはじまった。８世紀には

イスラム勢力がイベリア半島を支配下に置いたことからトレドはキリスト教の軍事力、

イスラム教徒の農業、建築、工芸等に関する知識や技術、ユダヤ教徒の化学、医学、

金融などに関する知識が一体となり、高い文化水準を誇った。 
１０８５年、レコンキスタ（国土回復運動）によりトレドは再びキリスト教勢力の支配

下におかれ、１４７９年のスペイン王国成立後トレドは都として繁栄した。 
１５６１年首都がマドリッドに移され、トレドは政治・経済の中心地としての役目を終え

たが、司教座があることからスペイン・カトリックの中心地として現在に至っている。

また、ダマスキナド（金銀象眼細工）という工芸品や刀剣の産地としても有名である。 
 
西安市  
陝西省の省都で、中国中西部に位置する。１９７４年２月提携。かつては「長安」と呼ば

れていた世界有数の大都会であり、政治・経済・文化の中心として栄え、平城京の設計

や配置にも大きな影響を与えた。 
長安が 大の繁栄を迎えた唐の時代(６１８年～９０７年)、日本から遣唐使が派遣され、

日本の政治・文化・宗教などに大きな影響をもたらした。唐で学んだ人物としては、

吉備真備や山上憶良、阿倍仲麻呂、空海（弘法大師）などが有名である。長安は唐末の

戦乱によって破壊され、その繁栄は終わるが、中国内陸部の地方都市として発展し、

明代に「西安」と改名された。 



 
ベルサイユ市  
フランス北部、パリ郊外にある都市。１９８６年１１月提携。世界遺産「ベルサイユ宮殿」

がある。ルイ１３世の離宮として建てられたベルサイユ宮殿は、ルイ１４世の時代に宮殿

の形式を備え、１６８２年に王家がパリから移り住むと政治・権力の中心として繁栄し

た。バロックおよびロココ美術の粋が集められたベルサイユ宮殿はヨーロッパ各地の

宮殿建築のひとつの見本となった。１７８９年にフランス革命がおこり、国王ルイ１６世

一家はパリのテュイルリー宮殿に移ったが、その後もベルサイユはたびたび歴史の舞台

となる。第１次世界大戦の講和条約は１９１９年ベルサイユ宮殿の鏡の間で締結された。 
 
キャンベラ市  
オーストラリアの首都で緑の多い美しい街。１９９３年１０月提携。キャンベラとは

「出会いの場」という意味である。姉妹都市提携は、長い間民間レベルでの交流が行な

われていたところ、カウラ日本人墓地の清掃に取り組んだ登美ヶ丘カトリック教会の故

トニ・グリン神父の活動などがきっかけとなった。同市には、「キャンベラ奈良平和公園」

と名付けられた公園がある。 
 
揚州市  
昔、長安に向かった日本からの遣隋使や遣唐使が 初に上陸したところが揚州である。

２０１０年５月提携。江蘇省の中部、揚子江と京杭大運河の交差するところ、中国で

も活気のある「揚子江デルタ」経済圏にある。鑑真和上が住職を務めた大明寺も約

２５００年、漢、隋唐、清に及んで栄えた揚州の数多くの名所の一つである。 
 
郡山市  
郡山は『万葉集』に「安積の里」として登場するなど、古代より奈良との交流があった。

昭和４０年に始まった郡山市の采女伝説にちなんだ「うねめまつり」と奈良市の采女伝説

との縁により、１９７１年８月の「うねめまつり」の際、姉妹都市盟約宣言に調印。 
これをきっかけに、奈良市の「采女祭」、郡山市の「うねめまつり」に毎年訪問団を相互

派遣して両市の親睦が図られている。 
 
小浜市  
日本海に面した天然の良港として古代から朝鮮半島や中国大陸との交流があり、日本海

交易によって先進的な大陸文化を受け入れ、都に伝えた。また、日本海有数の漁場であ

ったことから古代には「御食国（みけつくに）」として朝廷に食料を献上していた。中世

以降も小浜港を中心に千石船が日本の各地を行き交い、陸路では京都への輸送拠点となる

など商都として栄え、市内には数多くの社寺、遺跡も数多く残っていて「海のある奈良」

ともいわれている。１９７１年１１月提携。 
 



大宰府市  
奈良時代の太宰府市は、朝廷の九州統治と外交の任にあたる官庁「大宰府」が設置され

たことで、遠の朝廷（とおのみかど）と呼ばれるなど、九州の政治・経済・文化の中心

として栄え、そこを窓口として多くの大陸文化が平城京にもたらされた。また、天下の

三戒壇の一つが、天平宝字５年（７６１年）に観世音寺に創建され、また、総国分寺と

しての東大寺に対して、筑前国分寺が建立されている。太宰府市の市制２０周年に当た

る２００２年に奈良市で開催された「第１１回東大寺サミット」会期中の６月２７日に

友好都市提携がなされた。 
 
宇佐市  
奈良時代、聖武天皇が東大寺を建立する際、宇佐八幡が大変重要な働きをし、八幡神は

東大寺を守る神として祀られるようになり、朝廷は国家の重要な事柄について八幡神に

伺いを立てるようになった。また、国家の大事の際には、宇佐使（うさづかい）とよば

れる天皇の使いが宇佐神宮につかわされていたことも、宇佐の重要性を物語っている。

２００２年の東大寺大仏開眼１２５０年記念の際に宇佐八幡神輿、東大寺御神幸が再現

されたことをきっかけに、２００４年に宇佐市で開催された「東大寺サミット・２００４ 
ｉｎ 宇佐」会期中の７月３０日に友好都市提携がなされた。  
 
多賀城市  
奈良時代、中央政府の東北支配の拠点「多賀城」が設置された。多賀城は陸奥国を治める

国府としての役割に加え、陸奥、出羽両国を管轄する広域行政府であり、さらには蝦夷と

呼ばれる人々を中央政府の支配下に組みこむための拠点でもあった。「万葉集」の編纂者

と考えられている大伴家持は、鎮守府将軍として「多賀城」に赴任し、任地で亡くなって

いる。２０１０年２月提携。 
 

生駒市  
 
上北山村  
市民の保養と余暇活動の充実等のため上北山村にある宿泊施設を利用すべく、１９９０年

４月提携。 
 



橿原市  
 
洛陽市  
洛陽市との交流は、藤原京を発した遣唐使が洛陽の都を訪問したことを縁として民間ベース

により始まった。その後、橿原市が藤原京建設の偉業を全国に PRするため 1995年に開催

した博覧会「ロマントピア藤原京‘95」の開幕式への洛陽市長の臨席を機に両市の行政間

交流も一気に深まり、1998 年には世界的に有名な洛陽牡丹 300 株の寄贈を受けた。この

牡丹は、万葉の丘に植えられ、洛陽牡丹園として開園し、友好の証として毎年美しい花

を咲かせている。2002 年には本市から友好訪問団「平成の遣唐使」が洛陽市を訪問し、

親しく交流を深めた。2006年２月友好都市の盟約締結。 
 
宮崎市  
神武天皇が日向の国を進発せられ、大和橿原において我が建国の創業を打ち樹てられた

と伝えられる縁による。１９６６年２月提携。 
 

桜井市  
 
シャルトル市  
パリのモンパルナス駅から電車に揺られて約 1時間の距離にある。芸術的なステンド
グラスで知られるシャルトル大聖堂など、多くの文化遺産を守り、中世の面影を色濃く

残す田園都市。１９８９年４月提携。 
 
熊野市  
緑まぶしい山岳地帯と黒潮の香りがさわやかな海という恵まれた自然に包まれる。 
１９８６年１０月提携。 
 
出雲市  
出雲大社をはじめ数多くの名所を持ち、神話と伝説が今も息づく出雲地方。１９８９年

１０月、旧大社町と友好都市盟約。万葉のふるさとと神話のふるさとが手を結んだ。 
 

天理市  
 
ラ・セレナ市  
サンティアゴの北方約４７０㎞に位置し、スペイン風の独特な建築様式を取り入れた

町並みが特徴で、太平洋を望む緑豊かな美しい町である。近年観光地として脚光を浴びて

おり、国内はもとよりアルゼンチンなどからも多くの観光客が訪れている。 現在、日本
とチリの間での唯一の姉妹都市である。１９６６年１０月提携。 



 
バウルー市  
サンパウロの北西約３５０㎞に位置し、 鉄道・車道の分岐点として交通網の要所にあり、
商工業、金融、教育など様々な分野で地域の中心地になっている。１９７０年４月提携。 
 
瑞山市  
ソウルの南西約１６５㎞に位置し、１９９５年に隣接の瑞山郡と統合されたことにより、

市勢が飛躍的に伸展するとともに、高速道路の建設や住宅開発などにより都市化が急速に

進み、韓国西海岸の中核都市としてその発展が期待されている。１９９１年１１月提携。 
 

大和高田市  
 
リズモー市  
オーストラリア南東部ニュー・サウス・ウェールズ州にある。夏は海風が吹き、冬は

比較的暖かい、穏やかな気候。市街地に今も残るのは、伝統的な建築様式の裁判所や

旧郵便局。これらの建造物とそれを囲む自然との調和が、この街に独特の魅力を与えて

いる。１９６３年８月提携。日豪間の姉妹都市第 1号。 
 

大和郡山市  
 
甲府市  
両市の歴史的関係は、江戸時代の享保 9 年(1724 年)3 月、甲府城主である柳沢吉里が

大和郡山に城替えを命ぜられた時に始まる。大和郡山への転封の際は、領民は年貢を完納

し、旧城主を見送る領民があとを絶たず、家臣とその家族を含め 5,286人(大和郡山市史)

が移住したという。吉里は大和郡山で経済を振興するため、養蚕を持ち込み奨励し、

また、趣味で飼っていた金魚も運んだことから、明治以降金魚の養殖が盛んになり、

現在日本で 大の産地となっている。柳沢家は、明治維新まで 6 代にわたり郡山藩政を
行い、現在でも甲斐から移り住んだ多くの子孫が残っているため、甲府を故郷と思う

市民も多いという。１９９２年１月提携。 
 

明日香村  
 
扶餘郡  
大韓民国のほぼ中央部にあり黄海に面する忠清南道にある。扶餘郡は１邑(町)、１５面

(村)で構成され、丘陵の見られる平野が広がり、田園景観が素晴らしい農村地帯で、

錦江(白馬江)が郡北東部扶餘邑を取り巻き南端部へゆったりと流れている。郡内各所に

史跡が点在し、百済の古都としての風格とゆとりが至る所で感じられる。南部聖興山城

からは、ほぼ全域が見渡せ奈良盆地を思わせる景色が眺望できる。 



明日香村と扶餘郡とのかかわりは百済の都が公州から扶餘へ遷都した５３８年、百済か

ら日本への仏教伝来に始まる。その後、日本仏教は興隆し、飛鳥時代の文化の基調とな

っていく。姉妹都市提携（１９７２年１１月）は、百済時代の王陵といわれる陵山里

古墳群の壁画と同様の高松塚古墳壁画の発見が契機となる。 
 

斑鳩町  
 
大阪府太子町、兵庫県太子町  
１９９３年に「法隆寺地域の仏教建造物群」が日本で 初にユネスコの世界文化遺産に

登録されたのを記念して、法隆寺と古くから結びつきの深い兵庫県太子町、太子の御廟

である叡福寺がある大阪府太子町とともに「太子の日サミット」を開催（１９９４年）。 
１９９６年 	 災害時等相互応援に関する協定。 
１９９７年 	 太子ゆかりの地友好都市提携。 
 
長野県飯島町  
１９８４年奈良県で開催された「全国身体障害者スポーツ大会」の長野県選手団の法隆寺

見学の際に、斑鳩町のボランティアグループ「さざんかの会」が湯茶サービスでもてな

したことがきっかけで交流が始まる。 
１９９４年 	 友好姉妹社協宣言（飯島町社協と斑鳩町社協）。 
１９９７年 	 災害時等相互応援に関する協定。 
１９９８年２月	  飯島町・斑鳩町友好都市提携。 
 

上北山村  
 
生駒市  
生駒市民の保養と余暇活動の充実等のため上北山村にある宿泊施設を利用すべく、

１９９０年４月提携。 
 

河合町  
 
マジュロ市  
マーシャル諸島の小さな島々が輪の形になった２９の環礁と、いくつかの島からなる

マジュロ環礁にある。河合町の地場産業の貝ボタンの材料のタカセ貝やコクチョウ貝を

同国から輸入していて、明治以来百年の歴史があることから、１９８７年２月、姉妹都市

提携が結ばれた。 
 
河合村（現飛騨市）  
２００２年１２月提携。 



川西町  
 
全国川西会議  
「川西」という名をもつ自治体同士が、お互いに連携意識を高めるとともに、共同して

まちの資源や特質を生かし、住民、行政など幅広い分野における交流を通じて、相互に

豊かなまちづくりを目指すことを目的に１９９７年１１月に設立された。 
 

三郷町  
 
三郷市、安曇野市（旧三郷村）  
数ある市町村の中で「三郷」という自治体名が由縁で、１９８６年１０月から埼玉県

三郷市・長野県三郷村と友好都市交流を深めている。 
	 

十津川村	 
	 

新十津川町	 

十津川は、明治２２年（１８８９年）８月、未曽有の暴風雨に遭い、山河の様相一変、死者

１６８人、全壊・流出家屋 426戸に及ぶ大災害を被った。このため、600戸 2，600人は北海道

に新天地を求めることとなった。10 月に３回に分かれて神戸から船に乗り小樽へ。小樽から

市来知（現・三笠市）までは汽車で、その後徒歩で空知太（現滝川市）へ。病人や老人、

子供は囚人に背負われて雪の中を進んだという。遅い北海道の雪解けを待って、石狩川を

渡り、植民区画の第１号としトック原野に入植した。艱難辛苦の開墾生活の末、新十津川町

を創った。	 
	 

野迫川村	 
	 

ビソケ・タトリ市	 

スロバキア共和国ハイタトラ地方の中央部に位置し、地域の観光の拠点の１つである。 
村とスロバキア共和国との交流は、１９９７年夏、野迫川村のホームページで紹介され

ていた郷土料理に当時のスロバキア共和国駐日大使夫人が興味を持たれたことに始まる。

様々なレベルでの交流を経て、２００３年９月、野迫川中学校と姉妹校の提携をしている

ザグラドゥナ・シュコラ・ポッド・レソム校が所在するビソケ・タトリ市と姉妹都市提携。 
	 

東吉野村	 
	 

檮原町	 

四万十川上流域の雲の上の町。文久３年天誅組大和義挙において、中心的役割を果たした

吉村虎太郎、並びに志を一つにした那須信吾、前田繁馬を輩出した檮原町と、その天誅組

志士たちの終焉の地となった、奈良県東吉野村との歴史的なつながり、さらに風土、

産業面でも相通ずるものが多い両町村。１９７６年１０月提携。	 

	 



堺市	 

ホタルを通じて交流始まる。１９８６年１０月提携。	 
	 

津野町	 

清流と風と歴史に会えるまち。四万十川源流。２００７年４月提携。	 
	 

山添村	 
	 

藤井寺市	 

１９８４年９月提携。	 山添村の県指定名勝、県立自然公園に指定された、つつじの名所

である神野山の中腹には、藤井寺市立自然野外活動センターがあり、自然とのふれあい

を満喫することができる。	 

	 

その他参考情報 	 
	 

東大寺サミット	 
	 
 １．発足の経緯  

平成３年（１９９１）、東大寺建立の詔が、天平１５（７４３）年に出されてから約

１２５０年になるのを記念して、東大寺の造営や再建などで、歴史的に関係の深い市

町村が集い、友好と連帯を深めるとともに、郷土の歴史と文化遺産を保護又は活用し

た魅力ある個性豊かな地域づくりをすすめることを目的として発足した。 
  

２．サミット開催 
 
	 サミットは２年に１度開催される。 近の開催は、「東大寺サミット 2012 in 福井」
で、次の１４市町が参加した。２０１４年は山口県美祢市で開催の予定。 
 
宮城県涌谷町・・・・東大寺の大仏に塗る金の調達地（１３㎏の金を献上）  
神奈川県鎌倉市・・・再興時の俊乗房重源上人の勧進活動・源頼朝の浄財寄付 
愛知県田原市・・・・大仏殿の鎌倉再建時の瓦を供給  
福井県福井市・・・・近郊に幾つもあった東大寺荘園からの収穫物が運ばれてきた 
福井県小浜市・・・・お水取り・お水送りの関係  
三重県伊賀市・・・・阿波の大仏と呼ばれる 大級の木彫大仏がある  
三重県名張市・・・・二月堂お水取りに用いられる大松明の材料供給地  
奈良県奈良市・・・・東大寺建立の地  
大阪府堺市・・・・・河内鋳物師と呼ばれた技術者集団が参加した町  
山口県山口市・・・・東大寺再建の造営用材の主要採取地  
山口県防府市・・・・東大寺再建の造営料国となった周坊国の国府が置かれた地  
山口県美祢市・・・・大仏建立の際に銅を献納した長登銅山がある地  
福岡県太宰府市・・・東大寺末寺である「観世音寺」がある地  
大分県宇佐市・・・・東大寺大仏殿の造営に歴史的に関係の深い宇佐神宮がある地	 

	 


