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姉妹都市締結に向けて協議を行ってきた福岡市とヤンゴン市は，この度，ミャンマー国

内における必要な手続きが完了し，下記のとおり姉妹都市締結式を開催できる運びとなり

ましたので，お知らせします。 

当該締結式は，ヤンゴン市長を代表とする訪問団が来福され，福岡市で執り行います。

つきましては，本締結式等を是非ご取材くださいますよう，よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市と福岡市は 

姉妹都市を締結します！！ 

平成 28年 11月 28日 

総務企画局 

 

 ミャンマー･日本間で初! 

○ミャンマー・日本間の姉妹都市締結は初となります。 
○アジアのラストフロンティアと呼ばれ，急速に開発が進むミャンマーの最大都市ヤン
ゴン市が，自然や歴史的建造物等と共存し，調和のとれた開発によって世界的な魅
力溢れる都市になっていくため，国連からも高く評価される福岡市のまちづくりの
ノウハウを活かすことができます。 

○福岡市も，協力・支援を通じて官民連携のビジネス展開を図ることで，ヤンゴン市と
ともに成長していくことができます。 

○親日的で温厚で正直な国民性と，歴史・文化・豊かな自然環境に溢れるヤンゴン市は，
市民の国際交流にとっても魅力溢れる都市です。 

○日本政府は官民連携によるミャンマーに対する支援に力を入れており， 
本姉妹都市締結は日本国の取り組みにも寄与するものです。 

ポイント 

【お問い合わせ先】 

総務企画局国際部国際交流課 原，石田 

TEL：711-4021(内線 1330)，FAX：733-5597 



 

１ 姉妹都市締結式 

（１）日 時 平成２８年１２月７日（水）１７：３０から 

（２）場 所 ヒルトン福岡シーホーク 

（３）締結者 福岡市長 髙島 宗一郎 

       ヤンゴン市長 マウン・マウン・ソー 

 

２ 締結記念レセプション 

（１）日 時 平成２８年１２月７日（水）1８：３０から 

（２）場 所 ヒルトン福岡シーホーク 

（３）出席者 駐日ミャンマー大使館，日本国外務省，地元経済界，国際交流関係者，関係団体など  

 

３ 姉妹都市締結内容 

両市は，下記のように経済をはじめ幅広い分野での交流を図りながら，更なる発展

を目指してまいります。 

 

  ・友好訪問の推進 

  ・経済の様々な分野における交流の促進 

  ・文化，芸術分野の交流の促進 等 

 

４ ヤンゴン市訪問団による表敬訪問，行政視察，地元企業との交流 

○福岡市長表敬及び福岡市議会表敬 

○福岡市のまちづくりの特徴的な施設等を視察 

○「福岡市国際ビジネス展開プラットフォーム」会員企業との交流 

 

※「福岡市国際ビジネス展開プラットフォーム」関連行事及びヤンゴン市訪問団に係

る取材可能日・場所等の詳細は別紙のとおり 

 

５ 主な経緯 

○ 平成 24年に福岡市職員をＪＩＣＡ専門家としてヤンゴン市に派遣し，水道分野の

技術協力を開始 

○ 平成 25年にヤンゴン市幹部職員が福岡市を訪問し，まちづくりを視察 

○ 平成 26年に両市間で「まちづくり協力・支援に関する覚書」を締結 

○ 平成 27 年にＯＤＡ案件「ヤンゴン都市圏上水整備事業（フェーズ２）準備調査」

を福岡市とプラットフォーム会員企業が連携して受注 

○ 平成 27年にヤンゴン・ヘリテージ財団会長のタン・ミン・ウー氏が福岡アジア文

化賞大賞を受賞 

○ 平成 27年に福岡市と地元企業等と合同でミッション団をヤンゴン市に派遣 

○ 平成 28年にヤンゴン市の浸水対策支援（JICA草の根技術協力事業）を福岡市が開

始 

 



 

 

１．「福岡市国際ビジネス展開プラットフォーム」情報交流セミナー・交流会について 
 

■開催日 平成 28 年 12 月 8 日（木） 
 

■会 場 グランドハイアット福岡 （博多区住吉 1-2-82） 
 

■概 要 【第 1 部 セミナー】16：00～18：00 於 ２階「サボイ」 

 ①開会挨拶 

 ②外務省講演【ミャンマーに対する日本の外交施策について】 

 ③会員企業事例紹介【ミャンマー・ヤンゴン市への展開】 

 ④福岡市の活動報告 
 

 【第２部 交流会】 18：15～19：45 於 3 階「グランドボールルーム A」 

 立食形式による企業交流会 （ヤンゴン市幹部職員も参加） 
 

 まちづくりを支える地元企業とヤンゴン市の方々が直接交流することで 

 自社技術・製品の PR の場，今後の展開のヒントを得られる場を創出 

 

２．取材可能日時（予定） 

★を取材頂ける場合は事前にご連絡を頂けますと幸いです。 
お問い合わせ先：総務企画局国際企画課 伊勢川，古賀 TEL：711-4304(内線 1323)，FAX：733-5597 

 ◎の市議会表敬については 
お問い合わせ先：議会事務局総務秘書課 本土，足立   TEL：711-4743(内線 7503)，FAX：733-5869 

日付 時刻 訪問先 訪問場所 住所等  

12/6(火) 

9：00 10：00 水素ステーション視察 中部水処理ｾﾝﾀｰ 中央区荒津 2-2-1 ★ 

10：30 11：30 山王雨水調整池視察 山王公園地下 博多区山王 1-9 ★ 

13：00 14：00 配水調整システム視察 水管理センター 博多区博多駅前 1-28-15 ★ 

15：30 15：40 福岡市役所 来庁 
福岡市役所 

１階ロビー 

中央区天神 1-8-1 

 

15：45 16：15 市長表敬 
福岡市役所 

行政棟９階特別応接室 
 

16：30 17：00 市議会表敬 
福岡市役所 

議会棟 7 階第 3 応接室 
◎ 

12/7(水) 

9:00 11：00 ｺﾞﾐ焼却場・３R ｽﾃｰｼｮﾝ視察 臨海工場 東区箱崎ふ頭 4-13-42 ★ 

13:00 14:00 浄水場視察 多々良浄水場 糟屋郡粕屋町戸原 6-7-1 ★ 

17：30 18：00 姉妹都市締結式・両市長記者会見 
ﾋﾙﾄﾝ福岡ｼｰﾎｰｸ 中央区地行浜 2-2-3  

18：30 20：00 姉妹都市締結記念レセプション 

12/8(木） 

9：15 10：45 ゴミ埋立場視察 西部埋立場 西区今津 4439 ★ 

11：00 11：30 汚水処理場視察 西部汚水処理場 西区今津 5371 ★ 

16：00 18：00 福岡市国際ビジネス展開ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

情報交流セミナー・交流会 

（ヤンゴン市幹部職員は交流会のみ参加） 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲｱｯﾄ福岡 博多区住吉 1-2-82 ★ 
18：15 19：45 

別紙 



 

（参考１）ミャンマー連邦共和国及びヤンゴン市の概要 

（１）ミャンマー連邦共和国の概要（※外務省ホームページから抜粋） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ヤンゴン市の概要 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）本市の姉妹友好締結都市 

・1962年（昭和 37年）10月 オークランド市（アメリカ合衆国） 

・1979年（昭和 54年） 5月 広州市（中華人民共和国） 

・1982年（昭和 57年）11月 ボルドー市（フランス共和国） 

・1986年（昭和 61年） 6月 オークランド市（ニュージーランド） 

・1989年（平成元年） 3月 イポー市（マレーシア） 

・2005年（平成 17年） 2月 アトランタ市（アメリカ合衆国） 

※1993年（平成５年）にパートナーシップ都市締結 

・2007年（平成 19年） 2月 釜山広域市（大韓民国） 

※1989年（平成元年）に行政交流都市締結 

・2016年（平成 28年）12 月 ヤンゴン市（ミャンマー連邦共和国） 

 

・面積：68万平方キロメートル 

・人口：5,141万人（2014年） 

・宗教：仏教(90％),キリスト教, 

回教等 

・経済成長率：8.25％(2013/14年度) 

・2011年に軍事政権から文民政権へ

の民政移管が実現したことによ

り，欧米諸国からの経済制裁が解

除されて以降，外国資本の流入や

民間開発により急速な発展が進ん

でいる。 

・面積：598.8平方キロメートル 

・人口：521万人（2014年） 

・ミャンマー連邦共和国の旧首都で

あり，人口規模・経済規模ともに

ミャンマー最大の都市。 

ミャンマー国旗 ヤンゴン市旗 

参考資料 


	yangon-1
	②-①記者配付資料
	②-②（別紙）
	②-③（参考資料）

	yangon-2



