みんなの祭り（現在の酒まつり）での調印式の様子
（左奥 讃岐照夫元東広島市長、右手前 穴田輝行元広島町長）

特集

市
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広
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島
広
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姉妹都市締結

周年

問合せ 秘書課（☎372‑3311・内線3202)

東広島市×北広島市
交流年表

広島県からの移住

者が︑現在の北広

日︑姉妹都

19

明治17年
島市に入植

７月

市締結の調印を交

昭和55年
わす

姉妹都市締結を記

念し︑クロマツを

昭和56年
植樹

８月︑ひろしま１

００年記念事業で

広島町の小学生が

昭和59年

東広島市を訪問

広島町が子ども大

昭和61年
使の派遣を開始

東広島市が子ども

大使の派遣を開始

昭和63年

40

７月19日、広島県東広島市との姉妹都市
締結から40周年を迎えます。姉妹都市締結
までの歩みや東広島市の見どころ、これま
での交流事業などを紹介します。
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平成30年７月豪雨災害時には
多大なるご支援をいただき、今
年度からは人事交流を再開させ
るなど、深い信頼関係の中で新
たな歴史を積み重ねています。
現在、北広島市においてはボ
ールパーク構想を核としたまち
づくりを進められ、本市におい
ては大学や研究機関の集積を活
かした「新たな価値」の創出に
挑戦しています。引き続きそれ
ぞれの立場から学び合い新たな
成長を目指してまいりましょう。
姉妹都市締結40周年という記
念すべき年を迎え、改めてこれ
まで培ってきた友好を将来へ引
き継ぎ、両市の絆が一層深まる
ことを心から祈念しています。

東広島市長

髙垣廣德

北広島市長

上野正三

広島町・東広島市姉妹都市締結書

姉妹都市締結

平成２年

周

年記念祝賀会を開催

平成８年
北広島市市制施行

中学生のスポーツ

25

交流を実施︵平成

周

20

平成10年
年まで︶

姉妹都市締結

年︒市職員の人事

15

交流を実施︵平成

周

30

平成12年
年３月まで︶

姉妹都市締結

年︒平和と友情の

− 2020.7.1

子ども宣言調印式

周

40

平成22年
や︑ツツジの記念

植樹などを実施

姉妹都市締結

5

年︒市職員の人事

交流を再開

令和２年

10

姉妹都市締結までの歩み

年に現在の東広島市を含む広島

17

北広島市は今から１３６年前︑明

治

県からの移住者が︑度重なる冷害や

水害︑冬の厳しい寒さに耐えながら

開拓したことに始まりました︒血の

にじむような努力を重ね︑原野を切

り開いた広島県人のフロンティア精

神が︑今の北広島市発展の原点と言

えます︒

東広島市が当市の歴史に深い関わ

りがあるのはもちろんのこと︑両市

はそれぞれ広島市・札幌市という大

都市に隣接し︑工業団地や大規模住

宅団地︑ゴルフ場の開発など︑広域

日︑教育や文化︑

都市圏の中での役割に類似点が多く

年７月

19

あったことから交流が進みました︒

昭和

産業などの各分野で友好と相互理解

を深めていこうと︑当時の讃岐照夫

東広島市長と穴田輝行広島町長が姉

妹都市締結の調印を交わしました︒

調印式は︑

東広島市の﹁み

んなの祭り﹂︵現

在の酒まつり︶

のオープニン

グセレモニー

で行われまし

た︒

55

姉妹都市交流が40年という節
目の年を迎えたことを、大変喜
ばしく思います。開拓からの両
市のつながりを大切にし、子ど
も大使や祭りへの相互訪問、市
職員の人事交流など、さまざま
な形で友好を深めてまいりまし
た。先人の不断の努力と不屈の
フロンティア精神は当市の大き
な財産です。大都市に隣接する
地理的条件など似ている点が多
いことから、東広島市のまちづ
くりからは多くのことを学んで
きました。
これからも、さまざまな形で
の交流を積み重ねて、両市の友
好や絆をさらに深めてまいりま
す。

未来に挑戦する自然豊かな国際学術研究都市

東広島市

正福寺山公園からの眺望

概要
東広島市は、広島県のほぼ中央に位置する、人口約18万９千人、面
積 6 3 5 ㎢のまちです。広島県を代表する穀倉地帯である内陸部の田園
風景から南部は瀬戸内海まで、多彩な個性を持ち、その豊かな自然の
恩恵による伝統産業が市内各地で息づいています。

教育、産業など
広島大学など４つの大学やＪＩＣＡの拠点が立地しているほか、最
先端の産業技術を誇る官民の研究開発機関や企業が集積するなど、教
育・国際学術研究都市として発展を続けてきました。
中心地の西条は江戸時代以降に酒造りが盛んになり、兵庫県の灘と
京都府の伏見に並ぶ、日本酒の三大銘醸地の一つと言われています。
風情ある西条酒蔵通りは観光名所でもあり、その酒造施設群は日本の
20世紀遺産20選に選定されました。
平成30年には東広島市が主なロケ地となった映画「恋のしずく」が
全国で公開。主演に川栄李奈さんを迎え、幻の日本酒を巡る出会いと
別れを描いた作品です。

酒蔵地域の景観。日本酒を仕込む時
期には酒蔵から蒸気が立ち上り、朝
焼けと相まって幻想的な景色に

特産品、祭り

美酒鍋

牡蠣

酒まつり

東広島市発祥と言われて
いる。令和元年、皇位継
承の大嘗祭で供納された。

酒蔵の蔵人たちの賄い料
理が発祥。素材のうま味
を楽しめる。

味も香りも抜群で、広島
県内でも一番早い時期か
ら水揚げされる。

毎年10月上旬に20万人を
超える人でにぎわう、東
広島市最大のイベント。
光

マ

スコ

ット のん太

東広島

固有の貴重な歴史・文化資産も数多く存在し、東広島市立美術館や東広島芸
術文化ホールなどを拠点とした芸術文化活動も盛んです。
伝統と新しさが隣り合うまちとして、人や自然に「やさしい未来都市東広島」
を掲げ、さまざまな取り組みを推進しています。

市観

西条柿

− 2020.7.1
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東広島市×北広島市

これまでの交流事業
子ども大使交流事業
市の子ども大使は、８月６日に広島市で行われる
原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に参列し、平
和の尊さを学んでいます。
子ども大使が学んだことや感じたことを多くの
人に伝えることで、両市の友好がより深まること
を期待し、引き続き事業を実施していきます。

異なる文化に触れ、ふるさと意識を高めてもら
おうと、小・中学生の代表を「子ども大使」とし
て互いに派遣しています。昭和59年８月、ひろし
ま 1 0 0 年記念事業の一環で広島町（現北広島市）
の小学生代表が東広島市を訪問したことが始まり
で、昭和63年からは毎年８月に互いの市を訪問し
ています。
子ども大使は交流校を訪問したり、伝統芸能を
体験したりして、交流を深めています。互いのま
ちや学校の紹介を通じて、気候や方言、歴史や文
化の違いなどを学ぶ機会になっています。北広島

市職員の人事交流
今年度から３年間、市職員の相互派遣を行う予
定です。過去には平成12〜14年度にも実施してい
ます。平成30年７月豪雨災害の際には、東広島市
へ市職員を派遣し、災害復興へ向けた職務を行い
ました。

今から 1 3 6 年前、東広島市出身の先人が遠く
離れた北海道の大地で現在の北広島市の礎を築
いたことを直接肌で感じる
ことができ、非常に感慨深
いものがあります。
派遣期間の１年間を大切
に過ごし、両市の絆をより
東広島市から
深める懸け橋となれるよう
派遣されている
頑張りたいと思います。
岡﨑大輝さん

互いの祭りに参加
東広島市で開催される「酒まつり」、北広島市
で開催する「ふるさと祭り」に互いの訪問団が
参加し、市のＰＲなどを行っています。

年に姉妹都市締結

22

周年を

30

これからも変わらず交流を

平成

迎えた時は︑記念事業として︑交流

パネル展や子どもたちによるツツジ

の記念植樹︑ふるさと祭りでの東広

島市物産展の開催など︑さまざまな

取り組みを行いました︒

今年度は新型コロナウイルス感染

症対策のため︑残念ながらあまり交

流イベントを実施することができま

せんが︑今後もさまざまな形で取り

組みを進めていきます︒交流事業を

実施する際には本紙や市ホームペー

ジでお知らせしますので︑ご覧くだ

さい︒

− 2020.7.1

ね！

これからも交流を続け︑両市の友

7

らもよろし く

好を深めていきます︒

か
これ

