
横浜市国際局国際政策部国際連携課

＜実施報告書＞
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開催概要

ムンバイ・マニラ・オデッサ・バンクーバー

姉妹都市提携50周年記念フォーラム 〜都市間連携で開く次代の成⻑〜

⽇ 時︓ 平成２７年６⽉１⽇（⽉） １５:００-１７:００ （１４:３０開場）
会 場︓ パシフィコ横浜５０３
主 催︓ 横浜市
協 ⼒︓ 横浜ﾑﾝﾊﾞｲ友好委員会／横浜ﾏﾆﾗ友好委員会／横浜ｵﾃﾞｯｻ友好委員会／横浜ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ友好委員会
後 援︓ インド⼤使館／フィリピン⼤使館／ウクライナ⼤使館／カナダ⼤使館／外務省／神奈川新聞社
参加者︓ ３３０⼈

⾔ 語︓ ⽇英露同時通訳

プログラム︓
① オープニング 横浜市⻑ 林 ⽂⼦
② 講演 横浜市⽴⼤学 学⻑ 窪⽥ 吉信
③ 海外留学体験発表 横浜市⽴横浜サイエンスフロンティア⾼等学校 ⼭⼝ 優

横浜市⽴横浜商業⾼等学校 渡辺 夏海
④ パネルディスカッション ４都市代表冒頭発⾔

＜ディスカッション＞
ムンバイ市 スネハル・アンベッカー市⻑
オデッサ市 オレグ・ブリンダック市議会⻑官
バンクーバー市 アンドレア・ライマー副市⻑
マニラ市 ドナ・ガスゴニア市⻑政策顧問
横浜市⻑ 林 ⽂⼦

⑤ 姉妹都市提携５０周年共同宣⾔ 林市⻑、4都市代表

開催趣旨︓
横浜市は、昭和４０（1965）年に姉妹都市として提携してから５０周年を迎えるインドのムンバイ

市、フィリピンのマニラ市、ウクライナのオデッサ市、カナダのバンクーバー市から代表を招き、経済や
⽂化、学術など、幅広い分野で「ともに成⻑する」関係を⽬指し、フォーラムを開催した。
フォーラムでの議論を通じ、市⺠の友好と相互理解をベースに、都市の課題解決や相互発展を促進して

きた経験の意義を確認するとともに、次の５０年に向けて、次代を担う若者が国際舞台で⾶躍できるよ
う、ともに⼒を尽くし、成⻑していくことを誓い、共同宣⾔に署名した。

【Commemorative Forum】
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オープニング、講演（⾻⼦）【Commemorative Forum】

林⽂⼦ 横浜市⻑ / オープニング

窪⽥吉信 横浜市⽴⼤学学⻑ / 講演

〇横浜市は、1965年にムンバイ、オデッサ、バンクーバー、マニラの４都市と
姉妹都市として提携し、半世紀にわたり市⺠の皆様による友好委員会が
中⼼となった「相互交流」と、具体的な「連携」を積み重ねてきた。
〇21世紀は「都市の世紀」。都市と都市との信頼関係こそが、都市課題の
解決、そして世界の都市の発展につながる。
〇ムンバイとは開港直後から経済的な結びつきが強く、今年秋にはムンバイ
に横浜市代表事務所を開設予定。
〇オデッサとは、かつて「友好⾒本市」に横浜から76企業が出展した経験が
ある。近年は医療分野を中⼼に交流を深めてきた。
〇バンクーバーは、同じ港湾都市として⼈材交流を進める⼀⽅、両市の⾼校が提携し学⽣の相互訪問を⾏っている。
〇マニラとは活発な市⺠交流を続けるとともに、都市交通の分野で連携をスタートしている。
〇都市間連携を⼀層強化するため、⽇本の政令市として初めて「国際局」を設置した。姉妹都市50周年の節⽬をとらえ、
４都市との連携を⼀層強め、ともに成⻑していきたい。
〇横浜には30の⼤学がある。⼤学は、今後の都市間連携のカギを握る。また、横浜市は⾼校⽣の留学を⽀援する「世界
を⽬指す若者応援事業」を昨年度からスタートした。今後４都市と、都市間連携の未来を担うグローバル⼈材育成にお
いて協⼒を深めていきたい。

都市間連携における⼤学の役割
〜「学術都市よこはま」の形成とグローバル⼈材の育成〜
〇グローバル⼈材の育成には、⾃ら問題を発⾒して解決する⼒・共感⼒・
発信⼒の強化が重要。市⼤では、共通教養を充実させ、また、
プラクティカル・イングリッシュを全学部⽣必修とするとともに、学⽣の海外
派遣に⼒を⼊れている。
〇都市間連携もグローバル⼈材の育成に役⽴っている。市⼤は、マニラの
フィリピン⼤学を含むアジアの５⼤学で「アカデミックコンソーシアム」として
連携。都市や世界が抱える課題の解決に、学⽣が参画。
〇医学部では海外での研究・臨床実習を実施。たとえば姉妹都市サンディエゴの協⼒のもと現地施設で研究し⼒をつけて
いる。都市間連携が重要な役割を果たしている事例。
〇都市間連携の事例として、さらに、市⼤はマレーシア・セベランペライ市のまちづくりマスタープラン作成を⽀援。また、市・市
⼤・パリ公⽴病院連合で包括協定を締結し、パリの救急システムについて学んでいる。都市間連携は、⼤学の研究発展
にとって⾮常に重要。
〇市⼤の使命は、⼤学の知的資源の地域への還元、先端医療の提供、そして研究成果や知的財産の産業界への還
元。また、世界への発信も⾮常に重要。
〇世界で初めてips細胞から⽴体的なヒト臓器の作成に成功。また、新しい抗インフルエンザ薬の開発なども進めている。４
⽉に次世代臨床研究センターを⽴ち上げ、世界に発信するとともに、市⺠に還元する機能を⼀層強化している。
〇「学術都市よこはま」の形成に向けては、研究⼒・産学連携⼒を強化し、世界に発信できる仕組みをつくるとともに、地域
で学び横浜を通じて世界とつながる実感をもてる環境をつくっていきたい。
〇都市間連携の相互協⼒は、これらに⾮常に重要。市⼤は現在、バンクーバーにあるブリティッシュコロンビア⼤学とも連携
を強化するため取り組んでいる。
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海外留学体験発表（⾻⼦）【Commemorative Forum】

横浜市⽴横浜サイエンスフロンティア⾼校 ⼭⼝優さん

横浜市⽴横浜商業⾼校 渡辺夏海さん

〇今年、バンクーバーのディビッドトンプソンセカンダリースクールを訪問した。
ホームステイや授業体験を通じ、多くを学んだ。
考え⽅や価値観が変わったことを３点紹介したい。
〇まず、コミュニケーションにおいて⼀番重要なことは「相⼿に⾃分の考えを
伝えたい、相⼿のことをより深く知りたい」という意志であると感じた。
〇第⼆は、将来の展望について。さまざまな⼈々の考え⽅や⽣き⽅に触れ、
将来への選択肢が広がり、国際関係の仕事に興味がわいた。
〇第三に、「⾃分も他⼈も⼤切にする精神」について学んだ。
⾃分の意⾒を他⼈のものと同様に⼤切にしていくことが不可⽋である。
〇バンクーバーでの経験で、⽇本では決してわからないことを学ぶとともに、⽇本のよいところに改めて気づかされた部分もあっ
た。今後、この経験を多くの⼈に伝え横浜に還元していくとともに、将来は世界の多くの⼈々とつながりながら、グローバル社
会全体へ貢献していきたい。
〇私たちのような貴重な経験ができる学⽣が、さらに増えることを願っている。

〇昨年、約１週間台湾へ留学した。ホームステイと学校訪問について報告
したい。
〇台湾の料理は量がとても多く、残してしまった。台湾では⼈を歓迎する
ために多い量の料理を出し、歓迎される側は⾷べきらず残すのがマナーと
聞いた。ホームステイを通じ、異なる⽂化には違う価値観があることに
気づいた。
〇学校訪問では、教室内が⽇本の学校と似ていて、親近感がわき、すぐ
なじむことができた。クラスメートの⾃然な気遣い、おもてなしに感激した。
〇⺟校の歴史、横浜のこと、そして⽇本ではやっているものなどについて英語でプレゼンテーションをした。多くの質問を受けた
が、答えられない部分もあった。興味をもってもらったことを嬉しく感じるとともに、⽇本のことをもっと海外の⽅の視点で勉強
していかなくてはならないと感じた。
〇ホームステイ、学校訪問を通して⼀番に感じたことは、台湾の⽅の優しさと⾃然な気遣い。私も、⾃然なやさしさやおもて
なしの⼼を⾝につけていきたい。
〇コミュニケーションは⾔葉だけがツールではなく、態度や気持も⼤切だということを学んだ。将来は国際的な仕事、観光関係
の仕事につきたい。
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冒頭発⾔（⾻⼦）【Commemorative Forum】

スネハル・アンベッカー ムンバイ市⻑（冒頭）
パラヴィ・ダラーデ副⾏政⻑官

オレグ・ブリンダック オデッサ市議会⻑官

〇1965年にスタートした横浜とムンバイ両市の関係は⾮常に緊密なもの。
今後も相互の友好関係が続くことを願っている。
〇ムンバイは⾦融センターで、エンターテインメント・リクレーションの中⼼地。
また、マハラシュトラ州の⾸都で、貿易・商業・多⺠族の都市。
ムンバイは、インドで最も豊かな都市で、インド全体の税収の33％を
⽣み出す。ムンバイ⼤都市圏の⼈⼝は2070万⼈。多くの多国籍企業が
本部を置く。
〇将来のプロジェクトとして、地下鉄拡張、上⽔道事業などを予定。
〇ムンバイ市公社がさまざまな市⺠サービスを提供している。医療、⽔、道路、廃棄物など。
〇都市としてさまざまな課題を抱えている。交通や健康、教育など。
〇将来的な横浜との交流として、学⽣の交流が可能。ムンバイには有⼒な⼤学が多い。⽂化的知識の交流においても、
姉妹都市関係が⾮常に重要となる。また、会議やワークショップなどで相互に訪問し、横浜とムンバイで互いに学ぶことが
できればと思う。

〇50周年を迎え、友好・協⼒関係を改めて実感する機会は⼤変重要。
オデッサは、バンクーバーとも姉妹都市で、今年36年を迎えている。
〇経済的・政治的困難に直⾯しているが、オデッサは発展を続け、従来どおり
平穏と平和の都市。⼀層魅⼒的な街となるよう、取り組んでいる。
〇ウクライナでは地⽅分権が進み、新しいチャンスが地⽅⾏政区に開かれて
いる。雑誌「フォーブス」は、オデッサをウクライナで最も投資に魅⼒的な都市
として選出した。
〇オデッサ市では改⾰が進んでいる。市の公開性を⾼めながら、市⺠の問い合わせに迅速に対応するため、市⺠問合せセ
ンターというHPサイトをつくった。また、「安全な都市」プログラムを進めている。
〇港町・観光地として魅⼒を⾼める取組も。2015年はオデッサの「⽂化・精神年」。
〇横浜とオデッサは、8460キロ距離が離れているが、共通点も多数ある。海の⽞関で、若い都市であり、勤勉な市⺠が
住む。両市は、これまでお互いの発展を助けてきた。今後医療、教育、環境、市経営、IT分野の交流を深めていきたい。
今年9⽉にオデッサで国際ITフォーラムを開催するので、⽇本のIT関係者にも参加してほしい。両市には医療関係の相互
訪問の素晴らしい実績もある。また、⽇本庭園をオデッサにつくるプロジェクトがあり、三溪園のように素晴らしい庭園となる
ことを願っている。
〇横浜オデッサ友好委員会の皆様のこれまでの御尽⼒に、⼼よりお礼をお伝えしたい。
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冒頭発⾔（⾻⼦）【Commemorative Forum】

〇カナダ第三の都市バンクーバーは、横浜とは太平洋の反対側に位置して
いるが、港町で似ている。横浜に到着した際、バンクーバーに帰ってきたのと
同じ感覚をもった。
〇互いの市⺠が太平洋をはさんでさまざまな交流を進めてきた。
公共図書館の交流や港の交流も盛んに⾏われてきた。
〇⽇本⼈は1890年代からバンクーバー（パウエル通り）に移住。
パウエル街では毎年お祭りが⾏われている。また、1930年代に横浜から
桜が寄贈された歴史があり、４⽉に桜祭りが⾏われている。
〇都市間連携においては、若者の関与が重要。両市には３つの姉妹校交流がある。加えて、新たな姉妹校提携が⾏われ
ようとしている。バンクーバー最⼤の⾼校サー・ウィンストン・チャーチルと横浜商業⾼校。11⽉に学⽣が横浜訪問を予定し
ている。⼤学レベルでも、バンクーバーのデジタルメディアセンターと東京芸⼤の交流が始まっている。
〇横浜との50周年を記念し、ローカルコミュニティが活発に活動している。20名のバンクーバー市⺠が集まり、ゴールデン・
ジュビリーを設⽴。バンクーバー新朝⽇軍による横浜訪問、UBCでの横浜関連展⽰、ドラゴンボートレースへの参加、杉原
千畝の展⽰会など、記念事業を実施している。
〇将来に向け、姉妹都市・姉妹港に関わる⼈々をもっと増やしていきたい。また、バンクーバーは2020年までに最もグリーン
な都市を⽬指しており、スマートシティに取り組む横浜と⽬標は同じ。世界のベストプラクティスを活⽤していくことが⼤事な
分野であり、姉妹都市の関係を通じ、取組を強化していきたい。

アンドレア・ライマー バンクーバー市副市⻑

ドナ・ガスゴニア マニラ市⻑政策顧問

〇エストラーダ マニラ市⻑のスピーチを紹介したい。
〇フィリピンは、2015年11⽉にAPECを主催する。また、9⽉にAPECの
⼥性フォーラムが予定されている。林市⻑をお迎えできれば、ハイライトに
なる。
〇⼈材こそがマニラの富。マニラ市の⼈⼝は165万⼈で、平均年齢は
25.3歳。こうした若者が地域や世界経済に貢献できる可能性は⼤きい。
〇マニラ市には⼆つの公⽴⼤学があり、貧しい⽣徒も学んでいる。ただ、
貧困であることは知性が劣っていることを意味しない。公⽴⼤学の学⽣が
2014年の看護師試験で１位の成績をとった。横浜市⼤と交流を推進したい。
医学や都市開発などの分野が共通の関⼼事項。気候変動の共同研究プログラムや、地震や津波などの災害リスクを
削減する研究も考えられる。マニラの学⽣は横浜から科学や技術、横浜の学⽣はマニラから⼈⼝密度の社会的課題、
経済弾⼒性、貧困などの分野で、それぞれ学ぶことができる。
〇マニラ市⻑には、50年後の東アジアのビジョンがある。横浜とマニラという港湾都市が、グリーンテクノロジーで世界貿易を
⾏い持続的な成⻑に貢献し、貧しい⼈が取り残されることなく、また、すべての⼈が安全で安⼼で、幸福であること。
〇横浜の若い皆さんに、フィリピンの国⺠的英雄ホセ・リサールの⾔葉を送りたい。
－「教育を受けた若者は⺟国の希望である」
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【Commemorative Forum】

テーマ１ 若い世代の交流に対する期待

アンドレア・ライマー バンクーバー市副市⻑
⾼校、⼤学レベルの交流について紹介したが、交流の質も重要。グローバル
に考えつつ、ローカルに⾏動することにより、都市の改善はもとより世界の⼀層
の発展につながれば、質の⾼い交流だと思う。

スネハル・アンベッカー ムンバイ市⻑
若い世代と⾼齢者の世代の両⽅が、都市の発展には重要。⾼齢者の世代
はいろいろ経験・知識があり、若い世代は実施する⾏動⼒がある。若い世代
には、期待が⼤きい。交流を深め、経済的発展に貢献してほしい。

オレグ・ブリンダック オデッサ市議会⻑官
学⽣同⼠の交流、そしてイノベーション・技術の交流という⼆つの⽅向性が
ある。お互いの⾔語を学びあうことだけでなく、医学やスポーツ交流、そして⽂化
交流といった可能性がある。横浜とオデッサは距離が離れているが、こうした
交流は互いの距離を縮める。

ドナ・ガスゴニア マニラ市⻑政策顧問
マニラの若い世代はアニメや映画など⽇本⽂化に⼤変関⼼が⾼い。今後
⽂化交流が中⼼になっていくと思うが、貧困に直⾯しながらどのように幸福に
なるかということを念頭に置き、交流することが⼤切だと思う。

林⽂⼦横浜市⻑
本⽇50周年を記念して４都市の皆様のお話を聞き、多様性を改めて感じ、
感銘を受けた。⼭⼝さんと渡辺さんは、留学を通じて、どのように現地の⽅が
⾃分と向き合ってくれたか、また⾃分がどのように向き合ったらよいかという、
⼈と⼈との原点について持ち帰ってくれたと思う。⻘少年を育んでいくため、
都市間連携・交流を⼀層深めたい。

パネルディスカッション（⾻⼦）【Commemorative Forum】
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パネルディスカッション（⾻⼦）

9

【Commemorative Forum】

テーマ２ 都市間連携を今後どのように都市の成⻑につなげていくか。

ドナ・ガスゴニア マニラ市⻑政策顧問
マニラの成⻑のため、４つの産業が重要－運輸、貿易、教育、観光。
マニラは⼈⼝密度の問題を解決する必要があり、横浜の埋め⽴ての事例、
また重⼯業地域を住宅地に変えていった事例について学びたい。

オレグ・ブリンダック オデッサ市議会⻑官
都市の発展のため、ともに協⼒しあい、経験を共有しあうことが重要。
すべての経験が、お互いにとってよいレッスンになる。ポジティブな⾯だけでなく、
マイナス⾯もできるかぎりオープンに交換することによって、都市の成⻑に
つなげられる。

スネハル・アンベッカー ムンバイ市⻑
廃棄物処理などは⼤きな課題で、清潔な横浜から学ぶことが⼤きい。
⽂化・教育などで交流を深め、また、インフラ計画でも互いに協⼒できる。
防災管理も⾮常に重要。こうした分野で連携を深めることで、都市の発展に
つなげられる。

アンドレア・ライマー バンクーバー市副市⻑
図書、教育、グリーン分野の交流のほか、今回横浜を訪問し、どのように
都市を清潔に保っているのか、また防災管理に、関⼼をもった。都市が定期
的に集まり⽬標をともに追求すること、また、将来的には世界のネットワークに
つなげていくことも考えられる。

林⽂⼦横浜市⻑
我々は成功事例についてよく話し合う。ブリンダック市議会⻑官がお話し
された、失敗例も共有すべきという意⾒に感銘を受けた。ムンバイとは
事務所設置を通じて経済交流を深め、オデッサからは⽂化芸術について
学び、バンクーバーとは環境グリーン・教育分野で協⼒を深め、そして、
マニラについては都市課題解決、また⼥性活躍促進に向け、⼀層関係を
深めたい。
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