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国際広域観光課 
 
 

海外自治体幹部交流協力セミナーについて（概要） 
 
1．日程 

全 行 程：２月２日（日）～２月１２日（水） 

当市滞在：２月１０日（月） 

 

２．目的・経緯 

今回の訪問は、財団法人自治体国際化協会（通称クレア）の「海外自治体幹部交流

協力セミナー」地方交流事業を活用し、青森県が実施する事業。 

「地域資源を活かした教育旅行の誘致及び冬季誘客について」をテーマにして、オー

ストラリア・ニュージーランドの自治体幹部を招聘し、青森県の観光資源を実際に体感し

ていただく機会とするとともに、資源の更なる磨き上げに向けた意見交換会を実施し、教

育旅行誘致、冬季誘客を図ることができるように、人的ネットワークを構築して、相互理

解と課題の解決、新たな交流の契機とすることを目的としている。 

 

３．参加者 

【招請者】オーストラリア・ニュージーランド自治体幹部 6 名 

【随  行】クレア財団法人自治体国際化協会職員 3 名・通訳 1 名 

県観光交流推進課職員 1 名 

【対応者】観光振興部国際広域観光課職員 4 名 

 

４．行程  

（１）【市長表敬】９：３０～１０：００ 場所：弘前市役所本館２階特別会議室 

①市長挨拶 

②自治体幹部団長挨拶 

③懇談 

 

（２）【弘前市の観光概要】１０：００～１０：５０ 場所：同上 

①弘前市の概要説明：高木部長 

 

（３）【伝統文化体験・視察】１１：００～１２：００ 場所：津軽藩ねぷた村 

ねぷた囃子・津軽三味線 

 

（４）【昼食】１２：００～１３：００ 場所：旨米屋（津軽藩ねぷた村内） 

 

（５）【座禅体験】１３：１５～１４：３５ 場所：未定 

 

（６）【休憩】１４：４５～１５：２５ 場所：藤田記念庭園大正浪漫喫茶 

アップルパイとコーヒー 

 

（７）【弘前城雪燈籠まつり】１５：３０～１６：３０ 場所：弘前公園 

市民会館→下乗橋→錦絵大回廊→雪燈籠まつり本会場→北門 
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（NSW Department of Planning & Infrastructure）

（Director Planning Coordination & Support）

⑤ニコラ・バージェス（Nicola BURGESS）

（Centre for Local Government, University of Technology, Sydney）

オーガスタ・マーガレットリバー市は、西オーストラリア州南西端、州都パースから南へ約
250kmの場所に位置しており、農産物、自然資源が豊富であり、高級ワインの産地としても
知られ る また 渡りビ 港 岩場が続く海岸線がある とから 毎年多く

ニューサウスウェルズ州はオーストラリアの総人口の約１／３を抱え、またその約２／３が州
都のシドニーに集中している。ニューサウスウェルズ州政府計画・インフラ省は州政府の公
共部門として2011年3月に創設され、地方自治体、投資家、地域社会と密接に関わり、地域
の発展をサポートしている。主なサポート内容として、州内地域発展のための長期的計画、
住宅地、商用地の整備促進、大規模な地域発展計画の評価等がある。
現在州内で急速に発展している8つの地域では、州、地方政府、地域社会、企業と協力して
長期的な地域戦略が立てられている。

地域（組織）の概要： 面積（area）：4,330k㎡  人口（population）：32,814人

地域（組織）の概要：

シドニー工科大学地方自治センターは、教育、調査、開発の分野で地方政府をサポートし、
オーストラリア国内外の数多くの地方自治体、専門機関、教育機関と緊密な関係を維持して
いる。同センターはシドニー工科大学内の独立機関として1991年に設立され、同様の機関と
しては国内最大である。主な任務は、教育、調査においてのリーダーシップ的役割と、専門
的コンサルタントサービスの提供を通し、国内外の地方自治体の進歩と発展をサポートする
ことである。

（Shire of Augusta Margaret River (Western Australia)）

（Director Corporate & Community Services）

ニュージーランド（New Zealand）

ワカタネ市はニュージーランド北部、壮大な景色の広がるプレンティ湾東側に位置し、太平
洋に面している。平均日照時間が年間2.332時間と非常に気候に恵まれた温暖な地域であ
り、多くの人がワカタネ市に転居、起業している。観光地として長い間人気があり、観光業は
主要な成長産業の一つである。また林業も盛んで 地域には製紙会社があり多くの雇用を

10人（地方自治センター）

地域（組織）の概要： 面積（area）：800,642k㎡  人口（population）：7,301,134人

面積（area）：2,370k㎡  人口（population）：11,761人

オーガスタ・マーガレットリバー市（西オーストラリア州）

ワカタネ市（Whakatane District Council）
組織・サービス部 部長 プロモーション担当（Promotions Officer）

②アニー・リオルダン（Annie RIORDAN）
オーストラリア（Australia）

①ロベルタ・ライアン（Roberta RYAN） ④ニール・セルモン（Neil SELMON）
オーストラリア（Australia） オーストラリア（Australia）

シドニー工科大学 地方自治センター ニューサウスウェルズ州政府 計画・インフラ省

センター長（Associate Professor and Director） 企画調整・支援課 課長

地域（組織）の概要：

【団長】
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所属団体：

国　　　名：

所属団体： 役  職  名：

役  職  名：

クラレンス市は、タスマニア州の南西、ダーウェント川の東側、州都ホバートの対岸に位置す
る、州で2番目に大きな都市である。市の中心地はホバート国際空港から車で約15分と、便
利なロケーションに位置している。市の３分の１以上は手付かずの森林が広がっており、また
市内には数多くのレクリエーション施設がある。主な産業として、観光、農業、養殖業などが
ある。
クラレンス市は北海道厚岸町と1982年に姉妹都市提携を結んでいる。

知られている。また、120kmに渡りビーチ、港、岩場が続く海岸線があることから、毎年多くの
観光客が同市を訪れている。
同市ではこの10年間で大規模な住宅開発が行われており、今後も人口増加が続くと見込ま
れている。

人口（population）：147,100人（ケアンズ市）地域（組織）の概要： 面積（area）：386k㎡  人口（population）：51,173人

地域（組織）の概要： 13人（諮問委員会）

③ジェームズ・ウォーカー（James WALKER）

主要な成長産業の つである。また林業も盛んで、地域には製紙会社があり多くの雇用を
生んでいる。
ワカタネ市は千葉県鎌ヶ谷市と1997年に姉妹都市提携を結んでいる。

オーストラリア（Australia）

クラレンス市（タスマニア州）（Clarence City Council (Tasmania)） 委員長（Chair）
市議会議員（Alderman）

⑥シム・ヘイワード（Sim HAYWARD）
オーストラリア（Australia）

ケアンズ市姉妹都市諮問委員会

（Cairns Sister Cities Advisory Committee）

ケアンズ市はクイーンズランド州最北部に位置し、世界最大の珊瑚礁グレート・バリア・リー
フへの玄関口に当たる都市である。ケアンズ市姉妹都市諮問委員会は、姉妹都市関係の
発展と継続の為に様々な推奨、協力を行うことを目的として、市の姉妹都市マネージメント
政策に基づき設立された機関である。同委員会は、ケアンズ地域在住で、ビジネス、教育、
スポーツ、芸術、そして文化的な面で姉妹都市プログラムをより充実させることが出来る委
員で構成されており、ケアンズ市と姉妹都市提携を結ぶ日本の栃木県大山市をはじめ世界
の7都市それぞれ一都市ずつ担当者が決められている。


