上富良野町と津市との交流沿革

１

入

植

２

ふるさと会

三重県人会（平成 5 年 6 月 15 日発足）
・草分神社祭り 9 月 17 日

３

記 念

入植の地である草分地区に建立されている
・三重団体頌功碑
三重団体の功績を後世に伝えるため、草分神社境内に設置

碑

明治 30 年 4 月 12 日、三重団体田中常次郎を団長とする一行 8 人が現
在の上富良野町草分地区に入地（家族は同年 5 月 18 日に入地）

にれ

・「憩の楡」の碑
田中常次郎一行が楡の木の下で一夜を明かしたという場所に記念碑
を建立（上富良野町指定文化財）
・友好記念碑
友好都市提携調印を記念し上富良野町役場前に建立（平成 9 年 7 月
30 日）
４

歴史資料等

三重団体入植の歴史や十勝岳噴火災害からの復興等の資料を保存展示
・上富良野町郷土館
・上富良野町開拓歴史記念館

５

交流目的

歴史的繋がりの深い津市との各分野における交流を通じて、歴史文化
等を学ぶ中から将来を担う子供たちに本町の歴史文化を伝承するとと
もに、観光や農業分野の発展を図る。

６

交流の経過

別紙「交流年表」のとおり
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「津市・上富良野町」交流年表
期 日
主な交流状況
平成4年(1992年)
7月14日 津市産業労働部長（宇田川氏）他2名来町(視察研修)
本町における津市との歴史的なつながりと記念碑建立など、三重県人の偉業を
讃えている姿に対し、友好の念を抱き深く感銘して帰郷する。これを契機に津
市では本町との国内交流事業を進めてはという気運が高まる。
上富良野町企画課長、商工観光課長津市訪問(津まつり招待)
9月17日 津市議会において、西川實議員（会派清津会）が行政視察を踏まえ、上富良野町
との国内交流推進に関して代表質問を行う。
10月9日～11日 友好のきっかけづくりとして本町からラベンダーの苗を送り、津市役所前庭で市
長、市議会議長等により記念植樹。
平成5年(1993年)
6月15日 上富良野町三重県人会発足
7月9日 上富良野町国内交流事業準備委員会発足
7月17日～19日 津市助役、議長等一行9名来町
10月6日 津市議会社会党議員一行6名来町
10月10日～12日 上富良野町長一行9津市訪問(津まつり招待)
津まつり見学、ラベンダー植樹式(苗1,000本贈呈)、農産物配布キャンペーン
11月10日～15日 上富良野町 北海道物産展「高虎楽座」後援(津市松菱デパート)
平成6年(1994年)
1月17日～18日 津市議会会派清津会議員5名来町
7月16日～17日 津市婦人会連絡協議会26名来町
8月25日 津市子供会洋上教室一行総勢239名来町(上富良野小学校との交流)
9月9日～10日 津市立安東(あんとう)小学校長来町
10月9日～11日 上富良野町国内交流事業準備委員一行6名津市訪問
平成7年(1995年)
1月18日～19日 津市議会議長、市幹部職員一行5名来町
4月1日 津市機構改革 国内交流事業窓口「市民生活部市民交流課」新設
4月 上富良野町議会総務・教育民生常任委員会一行津市訪問
6月19日～20日 津市議会会派新政会議員一行6名来町
6月20日 三重県立図書館員来町(三重県人入植者上富良野現地調査)
7月25日～28日 上富良野町内小学5･6年生10名、引率4名津市訪問
8月24日 津市子ども会洋上教室一行179名来町(西小学校との交流)
8月25日～26日 津市議会会派清津会議員一行5名来町
9月30日～10月1日 津ライオンズクラブ一行14名来町
10月8日～11日 上富良野町助役、企画課長補佐、社会教育課長3名津市訪問
友好提携等に係る事務協議打合せ
11月10日 上富良野町企画課長補佐津市訪問(交流事業打合せ)
11月 上富良野町議会産業建設常任委員会一行津市訪問
平成8年(1996年)
1月20日 津市議会2会派議員一行4名来町
2月25日～26日 上富良野町ライオンズクラブ一行16名津市訪問
2月20日 津市議会会派議員一行2名来町
3月29日～30日 津市市民交流課3名来町(県人会役員との懇談、交流推進打合せ)
4月12日 津･上富良野両ライオンズクラブの姉妹クラブ締結調印（津市）
5月31日 津市議会会派議員一行3名来町
6月6日 上富良野町民生児童委員等一行17名津市訪問
7月23日 上富良野･津両ライオンズクラブの姉妹クラブ締結調印(上富良野町)
8月24日 津市子ども会洋上教室一行235名来道
上富良野町子ども会23名と交流(砂川市子どもの国)
9月9日 津市新町通り商店街振興組合他一行11名交流訪問来町
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10月8日～11日
10月20日
11月6日～11日
平成9年(1997年)
1月13日～15日
1月29日～30日
2月17日～19日
3月27日～29日
4月6日～12日
6月27日
7月12日～15日
7月29日～8月1日
7月30日～31日
7月30日
7月30日
7月31日
8月10日～13日
8月23日
10月9日～11日
平成10年(1998年)
2月5日
3月8日
3月31日
4月10日～11日
6月5日

6月6日

6月9日
6月25日
7月27日～29日
8月22日～23日
9月8日～9日
9月16日～18日
10月5日～7日
11月9日～12日
12月23日～24日

上富良野町 津まつり交流事業派遣（ﾘﾌﾚｯｼｭ3人､商工会青年部2名､引率企画係1名）
上富良野町 津市子ども会育成者連絡協議会30周年記念祝賀品提供
上富良野町 津市内民間北海道物産展へ観光協会出店
上富良野町教育委員会管理課長津市訪問
(西小学校･安東小学校姉妹校提携打合せ派遣)
上富良野町長、議長、教育長津市訪問
津市議会議員一行8名訪問来町
津市市民生活部長他交流担当者5名来町(事務協議)
上富良野町 (民間)三重･愛知･静岡観光ツアー（4/7 市役所訪問）
津市子ども洋上教室交流事前調査来町(子ども会役員他5名)
津市 (民間)北立誠地区自治会連合会北海道ツアー来町(7/12.13)
日の出公園で記念植樹
津市公式団一行来町(上富良野町開基100年一連事業参加)
津市市民団一行来町(上富良野町開基100年一連事業参加)
津市･上富良野町友好都市提携調印式･友好提携記念碑除幕式
(上富良野町役場前)
津市安東小学校･上富良野西小学校姉妹校提携式(上富良野西小学校)
上富良野町開基100年記念式典津市一行列席(上富良野町社会教育総合ｾﾝﾀｰ)
上富良野町ジュニア大使一行13名津市訪問
（小学6年～中学3年9名、子ども会2名、引率2名）
津市子ども会洋上教室一行229名来道交流
上富良野町子ども会32名と交流(砂川少年自然の家)
上富良野町長・教育長・議長・副議長・各委員長一行19名津市訪問
津市友好都市提携記念碑除幕式出席、津まつり、ふるさと小包まつりに参加
上富良野町農業者グループ一行4名津市訪問
上富良野町消防団員一行5名津市訪問
上富良野町 社会教育総合センターに「津市紹介コーナー」設置
上富良野町商工会婦人部一行4名津市訪問
（よさこいソーラン踊り共演振り付け指導）
津市商工会議所婦人部来町
上富良野町よさこいソーラン炎の舞と合同で「かみふ＆津(三重)炎の舞」を披
露、津市華乃津太鼓と町の安政太鼓も共演(社会教育総合ｾﾝﾀｰ前)
上富良野町･津市合同チーム札幌よさこいソーランまつり参加
よさこいソーラン炎の舞と津市商工会議所婦人部合同で「かみふ＆津（三重）
炎の舞」を披露
上富良野町 上川南部消防事務組合議会議員一行8名津市訪問
津市子ども洋上教室交流事前調査子ども会役員一行5名来町
上富良野町西小学校児童一行7名訪問交流事前打ち合わせのため津市訪問
（児童3名･校長､PTA会長､町教育委員会引率4名）
津市子ども会洋上教室一行192名来道交流
上富良野町子ども会28名と交流(日高少年自然の家)
津市新町通り商店街振興組合他一行来町（十勝岳溶岩選定）
上富良野町消防団一行3名津市訪問（団長、副団長、北消防署長）
津市友好都市提携1周年訪問団来町（津市議会･津市ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ）
上富良野町 農業者グループ6名津市訪問（経済交流）
上富良野町長･教育長津市訪問
｢上富良野町・津新町通り商店街友好記念かみふらの小公園｣除幕式出席
(12/23)

平成11年(1999年)
2月8日～11日 上富良野町商業者グループ5名津市訪問（経済交流）
4月1日 上富良野町役場機構改革 国内交流窓口を総務課へ
4月25日 津市 津ライオンズクラブ一行 9名来町
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7月28日～30日
8月22日～24日
8月22日
10月8日～11日
10月9日～11日

（上富良野町ライオンズクラブ結成 35周年記念大会参加）
上富良野町西小学校児童一行13名津市訪問交流（10名引率教員3名）
安東小学校との交流開始
津市 ｢上富良野市民交流ツアー｣一行33名来町
津市子ども会洋上教室一行240名来道交流
上富良野町子ども会37名と交流(砂川市子どもの国)
上富良野町 三重県人会一行10名津市訪問（津まつり）
津市ミニバスケットボールチーム一行37名来町交流
ミニバスケットボール交流(上富少年団47名、上中27名)
上富良野町農業者グループ一行6名津市訪問（経済交流）

11月10日～15日
平成12年(2000年)
1月20日～22日 上富良野町の国内外交流を進める町民の会一行8名津市訪問交流
2月20日～22日 津市市民生活部長交流担当者一行3名来町(交流事業打合せ)
4月15日 上富良野ライオンズクラブ一行 27名津市訪問
（津ライオンズクラブ結成40周年記念大会参加）
8月4日～7日 上富良野町 ミニバスケットボール少年団一行20名津市訪問交流
（ブルーシーカップ大会招待参加、交流）
8月20日 津市子ども会洋上教室一行228名来道交流
上富良野町子ども会26名と交流(砂川少年自然の家)
11月10日～14日 上富良野町農業者グループ津市訪問（経済交流）
平成13年(2001年)
1月12日～15日 上富良野町子ども会一行36名津市訪問交流(津市開拓使節子ども交流)
3月7日 津中央郵便局一行3名来町(局舎新築1周年記念事業打合せ)
5月17日 津中央郵便局主催新築1周年記念テレビ会議システム児童交流
(津市安東小学校・上富良野西小学校児童)
7月26日～28日 津市安東小学校一行13名来町交流(西小学校児童宅でホームステイ)
交流会(白銀荘)、交換会(西小学校)
7月27日～28日 津市消防団一行13名来町
8月6日～8日 津市市民部長・議会事務局長一行4名来町(友好提携周年交流打合せ)
8月20日 津市子ども会洋上教室一行255名来道交流
上富良野町子ども会20名と交流(砂川少年自然の家)
10月6日～8日 上富良野町交流担当者2名津市訪問(交流事業打合せ)
11月9日～11日 上富良野町 野球少年団3団一行25名津市訪問交流
津市少年野球と交流会･交流試合
平成14年(2002年)
3月23日～25日 津市ミニバスケットボール少年団一行23名来町交流
上富ミニバスケットボール少年団との交流試合・交流会
5月14日 上富良野町 「上富良野町の国内外交流を進める町民の会」が名称を「上富良野
国内外交流の会」へ変更
6月3日～4日 津市議会会派県都クラブ一行6名来町
7月20日～22日 津市広報・交流担当、三重テレビ一行4名来町
(5周年記念ビデオ制作、ラベンダーまつり･町内施設等収録)
7月29日～31日 上富良野町西小学校児童一行13名津市訪問交流（10名､引率教員3名）
安東小学校との交流
8月24日～25日 津市 子ども会洋上教室一行184名来道交流
上富良野町子ども会20名と交流(日高少年自然の家)
9月7日～9日 津市 津ライオンズクラブ一行15名来町
町パークゴルフ場にアカエゾ松を記念植樹
9月25日～26日 津市 津新町通り商店街振興組合一行5名来町
「新町通りウォークギャラリー完成記念式典･新町フェスタ」出席と協力要請
10月13日～14日 上富良野町 国内外交流の会｢友好提携5周年記念津市訪問交流の旅｣一行25名
(町民23名、同行職員2名)津市訪問交流
11月24日～25日 上富良野町 「新町通りウォークギャラリー完成記念式典･新町フェスタ」へ高
橋教育長津市訪問
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両市町で相互映像配信交流(西小児童・安東小児童交流、東中小清流太鼓披露
と唐人踊り披露。上富良野冬景色上映。)
11月28日～29日 上富良野町 選挙管理委員会一行5名津市訪問
平成15年(2003年)
5月26日 上富良野町 「上富良野国内外交流の会」事務局を役場総務課から会長宅へ変更
10月2日～3日 津市 議会会派新政会議員一行4名来町
10月11日～13日 上富良野町 交流の会副会長・交流関係職員一行3名津市訪問(交流事業打合せ)
11月1日～2日 上富良野町 野球少年団3団一行35名津市訪問交流
津市少年野球と交流会･交流試合
平成16年(2004年)
1月6日～9日 上富良野町子ども会一行 57名津市訪問交流(津市開拓使節子ども交流)
4月3日～4日 津市 よさこい交流訪問代表者来町
4月25日 津市 津ライオンズクラブ一行 19名来町
（上富良野町ライオンズクラブ結成40周年記念大会参加）
6月11日 津市よさこい「華乃津太鼓華組」交流訪問一行15名来町・合同練習
6月12日～13日 上富良野町･津市合同チーム札幌よさこいソーランまつり参加
6月13日 津市助役・産業労働部次長来町
7月13日 津市議会議員(民主クラブ3名) 友好都市交流視察来町
7月22日～24日 津市 安東小学校児童10名 引率2名 教育長 計13名 来町(学校間交流事業)
7月24日～26日 津市 市民生活部次長交流担当者一行 2名来町(交流事業打合せ)
8月26日 津市 教育委員会生涯学習スポーツ課職員一行 4名来町
10月9日～11日 上富良野町よさこいグループ交流訪問(津まつり)一行15名参加
平成17年（2005年）
4月10日～11日 上富良野町 上富良野ライオンズクラブ一行 21名津市訪問
（津ライオンズクラブ結成45周年記念例会参加）
6月30日～7月1日 津市 議会会派清津会議員一行 2名来町
7月20日～22日 上富良野町 交流関係職員一行 2名津市訪問(交流事業打合せ)
7月28日～30日 上富良野町西小学校児童一行 12名津市訪問交流（10名､引率教員2名）
安東小学校との交流
8月2日 安濃町議会議員一行 12名友好都市交流視察来町
9月14日 津市 古谷・林氏交流訪問来町 「将来的な経済交流の展望について」
平成18年（2006年）
1月1日 津市、久居市、安濃町、河芸町、芸濃町、美里村、香良洲町、一志町、白山町、
美杉村の計10市町村が合併。
7月5日 津市 議会会派一津会議員一行 5名友好都市交流視察来町
7月13日 津市 議会
議員一行 2名友好都市交流視察来町
7月14日～16日 津市 市民部市民交流課一行 2名来町(交流事業打合せ)
平成19年（2007年）
1月12日～15日 上富良野町子ども会一行津市訪問交流(津市開拓使節子ども交流事業)
子ども47名、育成会2名、教育委員会職員3名、引率5名 総勢57名
7月22日～24日 津市 安東小学校児童10名 引率2名 計12名 来町(学校間交流事業)
8月21日 津市 議会行政視察来町(県都クラブ議員6名)
8月22日 津市 議会行政視察来町(自由民主党市議団2名)
平成20年（2008年）
7月28日～30日 安東小学校との交流
上富良野町長、上富良野町西小学校児童一行 11名津市訪問交流（町長、町民
生活課随行1名、児童7名､引率教員2名）
平成21年（2009年）
2月17日～18日 津市元議会副議長 若林さん、三重短期大学講師 中道さん来町
4月26日～27日 津市 津ライオンズクラブ一行 21名来町
（上富良野町ライオンズクラブ結成4５周年記念大会参加）
5月25日～26日 津市体育協会「津テニス協会」一行 12名来町
（町体育協会、町テニス協会と交流）
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7月17日～18日
7月23日
10月10日～12日
平成22年（2010年）
1月11日～14日
3月3日～4日
4月18日
6月10日～11日
6月29日～7月1日
7月20日～22日
7月21日～23日
7月24日～25日

津市 市民部次長交流担当者一行 3名来町(交流事業打合せ)
上富良野町青少年国内交流実行委員会を組織（第5回津市派遣事業の協議機関）
上富良野町長、議会議長、教育長、町民生活課長一行津市訪問
第5回青少年国内交流事業一行 参加者38名、引率5名、計43名津市訪問、安東小
学校との交流など
津市 副市長一行 3名来町(交流事業打合せ)
上富良野ライオンズクラブ一行 17名津市訪問
（津ライオンズクラブ結成50周年記念大会参加）
津市 観光振興課長来町(観光と物産についての交流)
津市議会会派「市民クラブ」一行5名来町
鈴鹿市玉垣郷土史研究会 川出会長来町
安東小学校との交流
児童1０名 引率5名 計15名 上富良野西小学校児童と交流
津市 副市長一行 4名来町(交流事業打合せ)
四季彩まつりにて副市長が挨拶。行灯に津市長賞を提供。

平成23年(2011年)
5月20日 津市センターパレス宮武専務来町
5月25日～27日 上富良野町 交流担当職員、商工担当職員一行 2名津市訪問（特産品・観光交
流、友好都市交流事業打ち合わせ）
7月27日～29日 安東小学校との交流
上富良野町西小学校児童一行 10名津市訪問交流（児童10名､引率教員2名）
平成24年(2012年)
1月23日～24日 津市 副市長一行 3名来町(交流事業打合せ)
5月19日 上富良野町 地域が応援する高校生セミナー
三重大学西村教授、津市センターパレス宮武専務が来町し、上富良野高等学校、
富良野高等学校、富良野緑峰高等学校の生徒計41名に講演、グループワークを
実施
7月12日～14日 友好都市提携15周年記念 津市民上富良野町訪問団 20名来町
7月21日～23日 友好都市提携15周年記念 津市長一行 ６名来町
・土の館前庭にて市長、町長の対談映像を津市広報が撮影
・津市との交流関係者が集まり友好会議を開催
・上富良野高等学校の学校祭にて津市長による挨拶と学校祭の見学
・津市長と三重県人会との意見交換会を開催
・四季彩まつりにて市長が挨拶、行灯に津市長賞を提供
・上富良野西小学校にて津市長による挨拶
7月31日 津市 議会会派県都クラブ議員一行 ６名来町
10月7日～9日 友好都市提携15周年記念 上富良野町民訪問団 19名（町民16名、町長、交流担
当職員2名）津市訪問
10月9日 津市と上富良野町において「災害時の情報発信に関する相互応援協定書」調印（津
市役所）
12月10日 友好都市提携15周年記念津市クイズ
平成25年(2013年)
1月8日～11日 第6回青少年国内交流事業一行 参加者26名、引率4名、計30名津市訪問
安東小学校との交流など
7月21日～23日 安東小学校との交流
児童1０名 引率3名 計13名 上富良野西小学校児童と交流
10月11日～14日 かみふらの十勝岳観光協会（富良野・美瑛キャンペーン）、津まつりに出店
11月14日～16日 上富良野町 副町長一行4名津市表敬訪問
平成26年(2014年)
3月26日 津市に上富良野町の四季写真パネル（38枚）を送付
4月6日 第3回津駅前ストリートまつりに、かみふらの十勝岳観光協会が出店（協会職員3
名）
4月27日 津ライオンズクラブ一行 20名来町
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7月20日
7月22日～8月3日
7月30日～8月29日
7月28日～30日
7月29日～31日
10月10日～13日
10月15日

（上富良野ライオンズクラブ結成50周年記念大会出席）
第36回花と炎の四季彩まつりに津市観光協会が出店（協会職員2名来町）
・ゆるきゃらステージに津市ＰＲキャラ「シロモチくん」出演
友好都市津市紹介パネル展（町社会教育総合センターラウンジ）
友好都市上富良野町写真パネル展（津市役所1階ロビー）
安東小学校との交流
上富良野町西小学校児童一行 12名津市訪問交流（児童10名､引率教員2名）
上富良野町長、町民生活課長津市表敬訪問（市長表敬、ＰＲ大使委嘱等）
津市訪問（津まつりに上富良野ブース出店、三重県立美術館・津センターパレス
等を表敬挨拶～町職員3名、観光協会2名）
百五銀行発行「すばらしきみえ182号」に三重の開拓者として、「田中常次郎、吉
田貞次郎」が紹介。
津市議会会派「一津会」一行5名来町

10月22日
平成27年(2015年)
4月5日 第4回津駅前ストリートまつりに、かみふらの十勝岳観光協会が出店（協会職員2
名、産業振興課長）
4月5日 津都ホテル開業30周年記念「春の美食会～上富良野の春に誘われて～」催し
4月19日 上富良野ライオンズクラブ一行 11名津市訪問
（津ライオンズクラブ結成55周年記念例会参加）
7月19日 第37回花と炎の四季彩まつりに津市観光協会が出店（協会職員3名来町）
・ゆるきゃらステージに津市ＰＲキャラ「ゴーちゃん」出演
7月21日～8月2日 友好都市津市紹介パネル展（社会教育総合センターラウンジ）
7月28日～8月28日 友好都市上富良野町写真パネル展（津市役所1階ロビー）
10月10日～12日 津市訪問（前葉市長他表敬、市民総踊りに出席し上富良野産小豆を贈呈、かみふ
らのPR大使2名を表敬～町長、町民生活課長
津まつりに上富良野ブース出店（かみふらのポーク豚串販売）～産業振興課長他
職員1名、観光協会2名）
11月16日～17日 町議会厚生文教常任委員会8名 津市視察研修
平成28年(2016年)
1月12日～15日 第7回青少年国内交流事業一行 参加者33名、引率4名、計37名津市訪問、安東小
学校との交流など
4月10日 第5回津駅前ストリートまつりに、かみふらの十勝岳観光協会が出店（協会職員2
名、産業振興課長他職員1名）
6月11日 津市・青木副市長他職員2名が札幌市で開催のＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りのた
め来道。町長、町民生活課長が友好都市提携20周年に向け懇談
7月13日 （有）フラワーランドかみふらのと（株）フューチャー・ファーム・コミュニテ
ィ三重が「相互の地域農業発展のための『文化・産業交流』協定」を締結。7月
13日～18日の間、高野尾花街道「朝津味」にて「ふらのフラワーランドＷＥＥＫ」
を開催
7月21日～23日 安東小学校との交流
児童８名 引率３名 計11名 上富良野西小学校児童と交流
7月23日～8月7日 友好都市津市紹介パネル展（社会教育総合センターラウンジ）
7月26日 友好都市提携20周年記念事業実施に向け上富良野町国内交流実行委員会を組織
8月23日～25日 友好都市提携20周年に係る事業計画打合せ 津市市民部内田次長他1名来町
10月8日～9日 津市訪問（前葉市長他表敬、市民総踊り出席、安濃津よさこい組織委員会懇親会
出席～町長、町民生活課長
津まつりに上富良野ブース出店（かみふらのポーク豚串販売）～産業振興課長他
職員1名、観光協会3名
赤塚植物園視察、㈱横山食品訪問～町長、町民生活課長、産業振興課長）
10月14日 津ライオンズクラブと上富良野ライオンズクラブ姉妹提携20周年記念合同例会
を上富良野で開催 津ライオンズクラブ20名来町
10月17日～18日 町議会総務産建常任委員会7名 津市視察研修
11月29日～12月1日 津市の㈱横山食品訪問（産業振興課長、農協職員2名）
7

平成29年(2017年)
2月8日～10日 友好都市提携20周年に係る事業計画打合せ 町民生活課長、産業振興課長他1名
が津市訪問
4月8～10日 (4/9）第6回津駅前ストリートまつりに、かみふらの十勝岳観光協会が出店（ラ
ベンダー・らべとんグッズ販売、富良野ラベンダーティ試飲、観光PRパンフレッ
ト配布～（協会職員2名、農業振興課長、産業振興課長他職員1名）
(4/9）㈱横山食品訪問（農業振興課長）
(4/9）友好都市提携20周年記念ボートレースに係る打合せ （農業振興課長）
4月13日～16日 上富良野ライオンズクラブ一行 17名津市訪問（姉妹提携20周年記念例会参加）
6月30日～7月26日 津図書館に「上富良野コーナー」開設
7月15日 友好都市提携20周年記念フォーラム（保健福祉総合センターかみん）
津市長訪問団・市民訪問団歓迎交流会（セントラルプラザ横にぎわいテント）
7月16日 第39回かみふらの花と炎の四季彩まつりに津市長（あんどん津市長賞授与）と
（株）横山食品が参加
7月25日～8月6日 友好都市提携20周年記念パネル展（社会教育総合センターラウンジ）
7月21日～8月31日 上富良野町図書館「ふれんど」に津市コーナー「本を読んで津市を知ろう！」開
設
7月26日～30日 友好都市提携20周年記念パネル展・
「泥流地帯」パネル展（津リージョンプラザ）
7月27日～29日 安東小学校との交流
上富良野町西小学校児童一行 11名津市訪問交流（児童8名､引率教員3名）
9月19日～24日 上富良野町協賛ボートレース「GⅢ津オールレディース上富良野町友好都市20周
年」
（ボートレース津）町長、町民生活課長、農業振興課長他職員1名、観光協会
2名、特産品販売、抽選会景品提供、優勝者副賞提供
関連事業として、ボートレースチケットショップ旭川にて三重県出身のボート
レーサー高田ひかる選手のトークショー（9月16日）、ボートレース観戦ツアー（9
月23・24日）も実施
9月25日 ふらの農業協同組合、株式会社後藤美術研究所、株式会社横山食品が「津市・上
富良野町地域活性化友好連携協定」を締結（津市役所）。津市長、上富良野町長
が立会
10月7日～9日 上富良野町長訪問団・町民訪問団津市訪問（津市長表敬、津まつり参加他）
町長訪問団：町長、教育長、町民生活課長
町民訪問団：町職員1名、町民19名
津まつりに上富良野ブース出店（10月7・8日）
農業振興課長、企画商工観光課長他職員1名、観光協会4名
10月13日～15日 津市の朝津味の宮武新次郎専務、津市自治会連合会会長の生川介彦会長他13名が
来町。15日に行われた「かみふらの収穫祭」でみかん、里芋を販売。
10月25日～26日 第48回つデイ 津市・上富良野町友好都市提携20周年記念「友好都市展」（東京
都日本橋 三重テラス）
上富良野町から農業振興課長他6名、津市から市民部長他16人が特産品販売な
どに従事
平成30年(2018年)
1月23日・25日 町内の学校給食で「津ぎょうざ」を提供（23日が小学校、25日が中学校）
1月24日・30日 津市内22の小学校の給食で、上富良野町学校給食センターが提供したメニュー
「さがり汁」のレシピをアレンジした「変わり豚汁」を提供
2月26日 株式会社横山食品あのつ台工場竣工祝賀会に町長出席
7月14日～16日 津市副市長一行4名交流訪問（副市長・市民部長・農林水産部次長・秘書課長）
第40回花と炎の四季彩まつりに津ブース出店（農林水産政策課職員2名・農業関
係者3名ほか）
歓迎交流会（14日）津市側～副市長ほか9名と一行 町側～町長ほか14名
7月25日 上富良野開基120年記念映像「かみふらの きのう 今日 あした」DVD送付
7月28日～8月5日 友好都市パネル展（社会教育総合センターラウンジ）
8月26日 津市協賛ボートレース「GⅢ津オールレディース」観戦ツアー（ボートレースチ
ケットショップ旭川 7名参加）
10月6日～8日 上富良野町副町長訪問団津市訪問（津市長表敬、津まつり参加他）
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町長訪問団：副町長、町民生活課長
津まつりに上富良野ブース出店（10月6・7日）
企画商工観光課長他職員1名、観光協会2名
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