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3 6/19～6/22 内灘町長呉江市訪問 内灘町議会訪中団と合流し、視察・訪問する。

6 3月26日 呉江市長他4名の正式招待状を送付

10/5～10/9 内灘町友好訪問団8名が呉江市を訪問

10月7日 友好交流に関する協定書に調印

11 4/8～4/10 梅田俊信氏ら3名が呉江市を訪問 海産物及び編み機関係の調査、視察

内灘町と呉江区の交流の歴史

1
1992 H4

2月7日

5 11/9～11/12

張鈺良市長を始めとする呉江市代表団5名来町

内灘町呉江市訪問団派遣

1993 H5

7 4月1日
内灘町大根布東小学校と呉江市梅堰中心小学校
の交流が始まる

8 5/2～5/9 呉江市有効訪問団5名が来町

9

2 6/14～6/22 内灘町国際親善都市視察調査団中国視察訪問

4 9月15日 中国蘇州電子台（4名）が内灘町を表敬訪問

10

1994 H6

1/12～1/19

委員12名。会長に齋藤惠三助役、副会長に安地和行氏を互選。国際
親善の基本的考え方を検討。

内灘町議会訪中団が議員研修を兼ね、親善提携調査のため呉江市を
視察、訪問する。

茶道体験、歓迎昼食会、文化会館等町内各施設及び金沢医科大学病
院を視察。町議会議長、副議長、内灘町国際親善都市提携委員会委
員が出席。中国呉江市長からの町長招へいメッセージを蘇州電子台
台長から受け取る。

町長、他4名が呉江市を訪問。張呉江市長、他要人と会談。梅堰鎮
中心小学校、松陵開発区、振華毛織物工場等を視察。一層の友好交
流発展と友好交流締結について意見交換し、次の5項目について合
意した。①友好交流の発展の協力　②相互訪問の経費負担　③民間
交流の促進　④町民レベルでの交流の促進　⑤合意の効力は議会の
同意を得てから有する。

4月1日大根布東小学校が絵画、書32点を送付し、4月16日呉江市梅
堰中心小学校から34点の書、刺繍の作品が贈られる。

内灘町国際親善都市提携委員会発足

張莹副市長ら5名の友好訪問団が来町し、「世界の凧の祭典」に参
加。交流について協議、議定書草案について双方合意。併せて、京
都・東京を視察、埼玉県和光市等訪問後帰国

内灘町長をはじめ、町議会2名、産業界3名で構成する内灘町友好訪
問団が呉江市経済貿易会を機会に訪問し、10月7日、友好交流に関
する協定書に調印する。併せて行政及び経済での懇話会を開催

張鈺良呉江市長を始めとする代表団5名来町。企業視察、大根布東
小学校、金沢医科大学、商工会との研修・懇話会の他、内灘町成人
式、社会振興大会などの大会に参加した。
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12 6/24～6/27 区長町会長13名が呉江市を訪問 研修会を兼ね、呉江市内のシルク工場、農家を視察

14 5/3～5/9 周玉竜副市長を始めとする呉江市代表団5名来町 95’世界の凧の祭典に参加

22 10月21日 呉江市企業研修生10名が技術研修終了、帰国 企業研修生10名が1年の研修期間満了で帰国

23 11月14日 呉江市から技能実習生2名が来町、就労 研修課程を修了した研修生が実習生として中居土建㈱と雇用契約

内灘町行政訪問団5名及び文化協会親善訪問団6
名が呉江市訪問。

第14回内灘町美術展・第5回ジュニア美術展に
呉江市からの芸術作品を特別展示

内灘町文化会館講義室で書6点、美術5点、写真6点計17点の作品を
展示。江蘇省名古屋駐在事務所から副所長挨拶の為来町

内灘町教育長をはじめ、学校長で構成する訪問団が呉江市を訪問し
次年度交流について協議。鶴ヶ丘小学校と呉江市第2実験小学校が
友好交流に関する協定書に調印した。

内灘町友好交流訪問団5名が呉江市を訪問

内灘町収入役、前崎議会議長、浜田総務部長、商工会から安地和行
氏、中居治雄氏の行政訪問団が、平成9年(1997年)の交流事業につ
いて協議、調整を行う。太湖石の寄贈を受ける。

向粟崎小学校長を団長とする訪問団が教育訪問。大根布東小と呉江
市実験小と、向粟崎小と梅堰中心小がそれぞれ友好交流に関する協
定書に調印した。児童14名は中国人家庭で1泊のホームステイを体
験し、児童の友好交流を図った。

町商工会が受入窓口となり、㈱橋本建設2名、中居土建㈱2名、松村
縫製㈱4名、㈱梅信2名を受け入れ。

呉江市企業研修生10名が1年間の技術研修のた
め来町

姚荣荣呉江市教育局副局長を始めとする教育代
表団5名が来町

友好校の向粟崎小、大根布小を視察見学し、町教育関係者と意見交
換を行った。

第34回機械工業見本市金沢’96に出品した工業製品の宣伝及び平成
8年度交流計画の協議を行った。ハマナス恐竜公園において、来町
記念に梅の記念植樹を行った。

張鈺良市長を始めとする呉江市代表団14名来町

内灘町親善少年大使（児童14名・引率5名）が
呉江市を訪問

19 4/17～4/21

20 6/16～6/23

21 9/22～9/28

24

1997 H9

5/2～5/9

13 10/6～10/11 内灘町親善代表団5名が呉江市を訪問

1995 H7

15 9/22～9/27

16 10/14～10/19

17 10月31日

18
1996 H8

3/17～3/21

内灘町友好交流訪問団5名が呉江市を訪問

内灘町助役をはじめ、商工会長、文化協会、校長会長で構成する代
表団が来年の交流について協議

内灘町長をはじめ、町議会2名、文化協会長、総務部長の行政訪問
団及び文化協会訪問団が、第3回呉江市文化祭に参加し、日中文芸
交流会で邦楽協会が上演する。同文化祭に内灘町美術展の入選作品
71点を展示
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27 7月25日 呉江市から太湖石が輸出され、町に到着 5月の収入役等訪中時に寄贈を受けた太湖石が到着。

31 5月16日 呉江市企業研修生11名が帰国 研修課程を修了した11名が帰国。

34 9/23～9/27 内灘町公民館協議会14名が呉江市を訪問 友好提携5周年を記念し、公民館長研修として呉江市を訪問

秦星坡呉江市副市長をはじめとする呉江市代表
団5名が来町

第22回内灘町民夏祭りに参加。友好提携5周年記念事業及び平成10
年(1998年)の交流事業について協議。協議内容①呉江市での友好提
携5周年記念事業　②議会代表団の招聘　③公民館長訪問

【提携5周年】内灘町行政代表団5名及び議会友
好慶祝訪問団8名、計13名が呉江市を訪問。岩
本秀雄町長が「呉江市栄誉市民」の称号授与。
呉江市張鈺良市長が内灘町名誉町民となる。

内灘町長をはじめ、議長、副議長、商工会副会長、教育委員長で構
成する行政代表団と議会議員8名が呉江市を訪問し、友好提携5周年
式典に参加。南京環境保護局を視察。交流協議内容①呉江市要人の
内灘町庁舎落成記念式典への招請　②町民夏祭りでの呉江市芸術団
の芸能披露　③町小中学生の呉江市派遣　④呉江市文芸作品の展示

石川県知事（谷本正憲）を始め訪問団141名が参加。内灘町からは
齋藤助役が参加。

日中平和友好条約締結20周年記念石川県訪問団
が南京及び呉江市を訪問。

内灘町総合文化祭に参加。友好提携5周年記念事業及び平成10年度
の交流事業について協議。協議内容①友好提携5周年記念事業　②
行政政府代表団の相互訪問　③呉江市芸術団の受入れ　④語学研修
生の派遣

蒋家瑞氏を団長とする呉江市代表団及び、王瑾
氏を団長とする呉江市文化代表団、合計10名が
内灘町を訪問

内灘町職員1名を語学研修生として呉江市外事
弁公室へ派遣

長谷川万里子総務課主事を呉江市実験小学校で1年間の研修へ派遣

ハマナス地区において「秀鈺苑」の竣工式。胡弓演奏のアトラク
ション。議会、区長町会長会、中国研修生・留学生、婦人団体連絡
会等を招待。面積約4,000㎡、事業費約1億9000万円

中国庭園「秀鈺苑」が竣工

研修課程を修了した研修生が実習生として来町。エム繊維㈱3名、
梅信㈱3名、㈲ツボウチ1名と雇用契約。

技能実習生7名が来町、就労

町商工会が受入窓口となり、梅信㈱3名、エム繊維㈱4名、中居土建
㈱2名、㈱クリーンテック2名、㈲ツボウチ1名を受入。1年間の技術
研修を行う。

呉江市少年訪問団21名が内灘町を訪問
中学生7名、小学生8名、引率6名が少年大使として友好校を訪問
し、交流を深めた。

7/23～7/28

35 10/4～10/9

36 11/8～11/13

11/8～11/15

29
1998 H10

4月5日

30 5月3日

32 5月30日

33

25 5月19日

28

8/28～9/4

第2次呉江市企業研修生12名が来町
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呉江市から第3次企業研修生13名が1年間の技術
研修のため来町

町商工会が受け入れ窓口となり、㈲ツボウチ2名、㈲生田産業2名、
田中畜産食肉㈱2名、㈲ゆうき2名、㈲浜田工業所1名、藤井工業1
名、㈱オキシー2名、㈱梅信1名を受入。

呉江市慶祝訪問団3名が来町。呉江市張鈺良市
長が内灘町名誉町民伝達式を行う。

谷本県知事を表敬訪問。内灘町役場新庁舎竣工式に参加し、張鈺良
呉江市前市長に名誉市民の称号を贈呈する。交流協議、中国庭園
（秀鈺苑）で記念植樹、商工会との経済交流会

第23回内灘町民夏祭りに参加。文化会館で呉江市文化芸術団公演を
開催

範建坤呉江市海外連誼会副会長を代表とする呉
江市文化芸術団10名が来町

内灘町小中学生友好訪問団（児童15名、引率5
名）が呉江市を訪問

西尾生涯学習課長を団長とする訪問団が、梅堰中心小学校、第2実
験小学校、呉江中学校、呉江市実験小学校の友好校を訪問し、交流
を深めた。

程恵明呉江市長を団長とする呉江市代表団5名
が来町

石川県表敬訪問、金沢商工会議所での投資状況説明会開催。交流事
業について協議。協議内容①相互の公式訪問　②学校交流事業　③
文化交流事業　④スポーツ交流事業

12月18日議会で満場一致により可決。翌年1月23日の内灘町新庁舎
落成記念式典にあわせて伝達式を行った。

呉江市張鈺良市長が内灘町名誉町民となる。

44

2001 H13

9/20～9/27

45
2002 H14

1/15～1/23

46 4月11日

41

2000 H12

6/25～6/29

42 9/4～

43 11/8～11/15

38

1999 H11

1/21～1/28

39 7/22～7/29

40 9/19～9/26

37 12月18日

馬明竜呉江市長を団長とする呉江市代表団6名
来町

内灘町町制施行40周年記念式典に参加。

水上町民部長を団長とする訪問団は、鱸郷小学校、梅堰中心小学
校、盛澤実験小学校、呉江市実験小学校、松陵第1中学校、呉江中
学校の6つの学校訪問を実施し、交流を深めた。

内灘町小中学生友好訪中団（児童15名、引率5
名）が呉江市を訪問

呉林森呉江市人民代表大会選挙工作委員会主任
を団長とする呉江市人民代表大会代表団5名が
来町

内灘町総合文化祭に参加。

徐恵民副市長、沈建微副市長、外事弁公室呉新
宇氏が来町

商工会表敬訪問（企業研修生受け入れ事業関連）
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51 10/14～10/18 日中平和友好条約締結25周年記念訪中団 内灘町から助役米田氏と消防長丸一氏が参加。

52 10月 齋藤恵三前助役が呉江市栄誉市民を受賞 齋藤前助役が個人的に呉江市を訪問し、受賞。

内灘町役場、内灘町商工会を表敬訪問
沈志剛呉江市人民政府副秘書長兼外事弁公室主
任を団長とする呉江市代表団3名が来町

58

2006 H18

6/11～6/15

55 9/13～9/19

56 11/19～11/24

57
2005 H17

11/29～11/30

50
2003 H15

10/7～

53
2004 H16

2/2～2/8

54 7/31～8/4

47 6/29～7/6
程国強団長を始めとする呉江市少年大使35名が
来町

48 10/2～

49 10/24～10/30

安宅弥吉町会長を団長とする鶴ヶ丘4丁目町会
14名が呉江市を訪問
※地域間交流費補助金事業対象

八十出町長から徐明市長宛親書を届ける。

前崎隆夫団長をはじめとする商工会33名が呉江
市を訪問
※地域間交流費補助金事業対象

研修生派遣受入事業10周年記念交流会に参加

打越教育委員長を団長とし、内灘町小中学生友
好訪中団（小学生10名、中学生5名、引率5名）
が呉江市を訪問

ホームステイを実施

岩本秀雄町長を団長とし、石倉好雄内灘町文化
協会会長をはじめとする内灘町文化協会友好訪
問団が呉江市を訪問
※文化協会友好訪問団は地域間交流費補助金事
業対象

友好交流協議書の調印、作品展示会の実施

内灘町役場表敬訪問、内灘町商工会表敬訪問を実施。
沈恩得呉江市政治協商会議委員会主席を団長と
する呉江市代表団5名が来町

内灘町呉江市友好都市提携10周年記念式典、祝賀会に参加。秀鈺苑
にて記念植樹。商工会表敬訪問など

【提携10周年】馬明竜市長を始めとする呉江市
代表団6名が来町

内灘町行政代表団6名及び内灘町議会訪問団12
名が呉江市を訪問

呉江市市制10周年記念式典参加の為、呉江市を訪問。交流事業につ
いて、協議。協議内容①相互の交流訪問　②学校交流事業　③文化
交流事業

呉江市から第4次企業研修生7名が1年間の技術
研修のため来町

㈲西川土木1名、田中畜産㈱2名、㈲ツボウチ2名、㈲藤井工業1名、
㈲浜田工業所1名受入。

7月2日に清湖小と鱸郷小が友好校提携
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63 11月 町制施行50周年記念式典への招待を送付

66 10月29日 呉江市が蘇州市呉江区となる。

2012

2011 H23

H24

69
2016 H28

11月11日

65 5/3～5/5

67

2013 H25

10/28～10/31

62 10/6～10/10

64 1/14～1/16

60
2007 H19

7/26～8/1

61

2009 H21

11/23～11/27

59 10/7～10/10

H262014
68 1月12日

呉江区と千葉市が友好都市提携20周年を迎え、呉江区代表団が千葉
市を訪問。来日の機会を利用して、内灘町を表敬訪問。

呉琦呉江区人民政府副区長を団長とする訪問団
5名が、内灘町を訪問

呉江区外事弁公室副主任をはじめとする３名が
内灘町を訪問

河北日中友好協会内灘支部とも交流。昨年訪中の岩本氏自宅を訪ね
交流。

岩本秀雄元町長（呉江区名誉市民）、長谷川総務課職員が呉江区を
訪問。蘇州文博(文化博物館）起工式及び経済貿易商談会に参加。
呉江老人介護施設、障がい者活動センターを視察。

【提携20周年】友好都市交流締結20周年を記念
して、岩本元町長、総務課職員1名が呉江区を
訪問

呉江市市制20周年記念式典に招待を受け、議
長、教育次長、総務課職員の3名が呉江市を訪
問

夷藤議長、長丸(信)教育次長、長谷川総務課職員が呉江市を訪問。
式典に参加、西荒屋小学校の友好校予定である天和小学校及び呉江
市実験小学校を視察訪問

徐暁楓副市長をはじめとする5名の行政代表団
が町制50周年記念式典及び友好都市歓迎会に参
加

15日に式典参加。徐副市長による来賓挨拶あり。15日夜に北海道羽
幌、猿払村、中国大連旅順口区等国内外の友好都市歓迎会に呉江市
代表団も参加。翌16日に役場表敬訪問

今後の交流の方法について、担当部局外事弁公室弁と協議を行い、
合意に至る。また、2012年1月に行われる町制施行50周年記念式典
に、呉江市指導部を招待した。八十出町長、夷藤議長、前崎商工会
長、出川総務部長ら訪中

石川県日中友好協会と江蘇省対外友好協会の交
流事業に参加し、南京市及び呉江市を訪問。内
灘町行政代表団5名＋かほく日中友好協会3名に
よる訪問

河北地区日中友好協会内灘支部（安宅弥吉氏含
む10名と、河北地区日中友好協会員である町外
者5名）が呉江市を訪問
※地域間交流費補助金事業対象（内灘町民の
み）

八十出町長から温祥華市長宛に親書を届ける。

姚進培呉江市政治協商会議副主席を代表とする
呉江市代表団5名が来町

内灘町役場、内灘町商工会を表敬訪問
※今回より石川県を出てからの費用は呉江市側で負担

八十出泰成内灘町長を団長とし、八田外茂男議
会議長、前崎隆夫商工会長を含む内灘町代表団
5名が呉江市を訪問

国際友好都市関係提携協議書の調印（2006.10.8）


