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碑林博物館

鐘楼

楊貴妃の保養地として有名な華清池

陝西省博物館

面積10,108k㎡　人口約1,295万人

提携年月日
友好交流促進都市提携　昭和63（1988）年4月26日
友好都市提携　平成6（1994）年11月2日

提携の経緯
　昭和57（1982）年、西安市長一行が船橋市を視
察したことが契機となって交流が始まり、翌昭和58
（1983）年以降には、市民団や書道使節団の西安市訪
問、西安市の文化・物産展が船橋市で開催されるなど本
格的な交流が開始され、昭和63（1988）年に友好交流
促進合意書を西安市にて調印しました。
　また、その後の両市の活発な交流が中国政府に評価さ
れ平成6年（1994年）友好都市提携をしました。

都市の概要
　西安市は、3100余年の歴史を持つ古都で、かつては
長安と呼ばれ、現在は、陝西省の省都です。中国西北地
方最大の都市で、この地方の政治・経済・産業・文化の
中心地であり、気候は、温帯大陸性で比較的温暖、自然
環境にも恵まれています。
　西安の歴史は、紀元前11世紀に遡り、西周がここを
都と定めて以来、秦・漢・隋・唐など12の王朝の都と
して栄え、また、シルクロードの起点として、三蔵法師
が旅を始めた場所としても有名です。古代からの文化遺
産は豊富で、秦の始皇帝陵、兵馬俑坑、楊貴妃で有名な
華清池などが世界中の人々を惹きつけています。
　現在も市の中心部は明代に築かれた城壁に囲まれ、工
業を始め、あらゆる産業と流通の中心都市として、活気
にあふれています。また、博物館、大学、各種の学校な
ど、文化・教育施設も多く、正に、歴史と現代が共存す
る都市として発展を続けています。
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XI'AN

船橋市訪中親善使節団の皆さん

日中合弁ホテル唐華賓館

熱戦が繰り広げられた第２回国際親善囲碁大会

西　安　市

交流のあゆみ
1982 昭和57年
11月 張鉄民市長を団長とする西安市訪日友好代表団が来船。

1983 昭和58年
5月 船橋市訪中親善使節団（市長、市議会、商工会議所、市民）が訪問。　

1984 昭和59年
3月
11月

船橋市書道使節団が訪問。
西安市文化・物産展を船橋で開催。

1987 昭和62年
11月 袁正中市長一行が来船。

1988 昭和63年
4月26日

8月
10月

「船橋市・西安市友好交流促進合意書」を西安市で調印。
この合意書では、経済・貿易、科学技術、文化・教育など各分野で交流・協力し、両市・両国の
繁栄に貢献することが合意された。
同時に船橋市内の企業と中国との合弁ホテル
「唐華賓館」がオープン。
「青少年の翼」を派遣。
西安市で第1回国際親善囲碁大会（西安・船
橋の都市対抗囲碁大会）を開催。

1989 平成元年
11月 気功指導者を招致して、気功教室を開催｡

1990 平成2年
4月

10月

船橋市から西安市経済視察団が経済交流協議
及び伝統産業視察のため訪問。
船橋市気功研修団を派遣。
西安市の囲碁選手団を招致して国際親善囲碁
大会を開催（第２回）。
西安市の文化等を市民に紹介した西安フェア
を開催。
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大雁塔近くの公園に建立された記念碑

桜の植樹を記念して建立された記念碑

チャーター機で西安空港に到着し、大歓迎をうける
船橋市友好親善使節団

1991 平成3年
6月
10月

11月

船橋経済視察団が訪問。
市民100名からなる友好交流促進合意書調印３周年記念友好親善訪問団（一般団・気功研修
団・囲碁団を含む）が訪問。
崔林涛市長一行が来船。

1992 平成4年
6月
7月
8月
10月

日中スポーツ指導者友好交流団が訪問。
西安市副市長一行が来船。
「青少年の翼」・「少年スポーツ交流団」（野球）を派遣。
船橋市気功指導者研修団を派遣。

1993 平成5年
3月

4月
10月

西安市の囲碁選手団を招致して国際親善囲碁大会を開催
（第４回）。
西安市副市長一行が来船。
友好交流促進合意５周年友好親善使節団（市長団長）と船
橋市日中友好議員連盟団が訪問｡「友情無限の碑」を建立。
気功・囲碁交流、日本文化紹介を行った。

1994 平成6年
4月
11月2日

崔林涛市長一行が来船。
市長を団長とする市民294名からなる船橋市友好親善使節団が訪問し、友好都市提携調印。
この提携で、経済・科学技術・文化・教育等の分野において交流・協力を図り、両国・両市の友
好に貢献することを約す。
また、市民から募集した桜の苗木の植樹式も行われた。

1995 平成7年
2月
5月

9月

11月

西安市の囲碁選手団を招致して国際親善囲碁大会を開催（第６回）。
西安市教育代表団が来船。
友好学校提携調印（市内の小・中・高等学校の各１校）並びに友好学校提携記念交流作品展開催。
第３回船橋市海外女性セミナー研修団が、世界女性会議NGOフォーラムに参加し、西安市の女
性団体と交流を行った。
囲碁・気功研修団を派遣。

16 17



かつての都、長安の市街を取り囲む城壁の上で開かれたマラソン大会

きらびやかな衣装をまとい、舞う歌舞団

降りしきる雨にも負けず、すばらしい演奏を披露した法田中学校吹
奏楽部

1996 平成8年
2月
3月
7月
8月
9月
10月
11月

馮煦初市長一行が来船。
西安市世界歴史都市会議協議団が来船。
西安市の囲碁選手団を招致して国際親善囲碁大会を開催（第８回）。
「青少年の翼」・「少年スポーツ交流団」（野球）を派遣。
世界歴史都市会議に代表団を派遣。
気功研修団を派遣。
友好都市提携２周年を記念して市民420名
からなる船橋市友好親善使節団（市長団長）
が訪問し、西安城壁国際マラソン大会を始め
とする文化・スポーツ交流を行った。

1997 平成9年
5月
8月

10月

11月

「平成の遣唐使」に市民が参加。
日中友好都市ジュニア卓球大会に西安・船橋
チームが参加。
友好都市提携３周年記念事業として、西安市
代表団が来船し、歌舞団公演、書画展を開
催。
船橋市教育友好使節団が友好校を訪問。交流
作品展開催。
西安市で国際親善囲碁大会を開催（第９回）｡

1998 平成10年
2月
4月
5月

馮煦初市長一行が来船。
船橋市友好代表団（市長団長）が西安市訪問。
気功指導者を招致し、気功教室を開催（船橋重陽気功協会・日本中国重陽気功協会主催）

1999 平成11年
5月
9月
10月
11月

船橋市重陽気功協会が気功指導者研修団を派遣。
気功指導者を招致し、気功教室を開催（船橋重陽気功協会主催）。
船橋市議会代表団が西安市を訪問し、人民代表大会常務委員会と議会交流を行った。
西安市の囲碁選手団を招致して国際親善囲碁大会を開催（第10回）。

2000 平成12年
8月

10月

法田中学校吹奏楽部を派遣「西安国際青少年
管楽芸術祭」に参加。
「少年スポーツ交流団」（野球）を派遣。
西安市で国際親善囲碁大会を開催（第11
回）。

2001 平成13年
10月 各中学校の代表生徒からなる船橋市教育友好

使節団を派遣。
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西安では、盛大な歓迎パーティーが開かれた教育友好使節団

西安市青少年友好代表団の皆さんとランチルーム
で一緒に給食（市場小学校にて）

西安城壁南門での入城セレモニーの歓迎を受けた親善訪問団の皆さん

古和釜小学校で歓迎を受ける西安芸術学院の皆さん

中国の古典楽器の演奏で観客を魅了した音楽団

2002 平成14年
7月

7月～8月

10月

西安市人民代表大会常務委員会の招聘を受
け、船橋市議会西安市友好代表団を派遣。
日中友好協会が西安外国語学院漢学院へ、短
期留学生（一般公募11名、うち高校生8名）
を派遣。
西安市からの招聘を受け船橋市友好代表団
（市長団長）を派遣。

2003 平成15年
2月
6月
12月

西安市囲碁代表団が来船。
西安市への観光PRを目的に、西安市観光促進団が来船、テレビふなばしを視察。
西安市旅遊局視察団が観光分野での交流及び協力関係の促進のため来船。

2004 平成16年
2月
7月
7月～8月
9月
10月

11月

「長安陶俑の精華展」開催のため来日した陝西歴史博物館訪日団が来船。
西安市青少年友好代表団が来船。
日中友好協会が西安外国語学院漢学院へ短期留学生（一般公募７名）を派遣。
孫清雲市長一行が来船。
友好都市提携10周年事業として、船橋市国際交流協会が船橋市民親善訪問団を派遣。
船橋重陽気功協会が設立10周年事業として訪問。
ふなばし囲碁協会が西安市で開催された第１３回国際親善囲碁大会に参加。

2005 平成17年
1月～2月

4月
9月

10月

友好都市提携10周年事業として、西安市代表団、市民音
楽団、民楽演奏団が来船。「千人の音楽祭」への参加、ホー
ムステイ、学校訪問等を行った。
西安市都市環境総合整備第二期工事促進代表団が来船。
日本大学理工学部と覚書提携校である西安建築科技大学の
教授代表団が国際会議のため来日し、本市を表敬訪問。
西安市人民対外友好協会名誉会長を団長とする西安市代表
団が来船。
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船橋中学校で大歓迎を受ける西安教育友好団の皆さん

西安市役所を表敬訪問した市民団の皆さん

海外で初めて実施した「国際交流のつどいin�西安」

2006 平成18年
5月
9月

10月～11月

西安囲碁訪問団が来船。
西安市代表団が来船。
各小・中・高等学校の代表児童生徒からなる船橋市教育友好代表団を派遣。

2007 平成19年
8月

10月

11月

西安市交流協議及び第5回船橋少年の船事業のため、
市代表団（市長団長）が訪問。
市制70周年を記念して、
西安市・ヘイワード市・
オーデンセ市三市の市代
表団及び文化団が来船。
記念式典への参加、記念
行事、学校訪問、ホーム
ステイ等を行った。
ふなばし囲碁協会が西安
市で開催された第15回
国際親善囲碁大会に参加。

2008 平成20年
7月

8月
10月

学校間国際教育交流の一
環で、小・中・高校生等
50名を受け入れ、友好校
を中心に交流を深めた。
西安市代表団が表敬及び市内視察のため来船。
友好都市提携15周年記念事業に関する協議
のため副市長を派遣。
孫清雲中国共産党西安市委員会書記一行が来
船。

2009 平成21年
5月

9月

10月

11月

西安囲碁訪問団が来船し、国際親善囲碁大会
を開催（第18回）。
西安市訪日団が西安市で開催される世界園芸
博覧会への出展要請のため来船。
友好都市提携15周年を記念して、市代表団
（市長団長）が訪問。
友好都市提携15周年を記念して、西安市代
表団が来船。
友好都市提携15周年記念事業として、100
名からなる市民団が訪問。
船橋市国際交流協会が毎年開催している「国
際交流のつどい」を海外で初めて実施した。
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西安市歌舞団が「千人の音楽祭」に出演

西安市歌舞団と峰台小音楽部（箏）の共演

期間中1,570万人が来場した西安世界園芸博覧会

20回目の記念大会を迎えた市民親善囲碁大会西安市の陳宝根市長から藤代孝七市長に名誉市民の称号が授与された

2010 平成22年
2月

10月

友好都市提携15周年記念事業として、西安
市歌舞団が来船。
「千人の音楽祭」への参加やホームステイ等
を行った。
ふなばし囲碁協会が西安市で開催された第
19回国際親善囲碁大会に参加。

2011 平成23年
4月

10月

11月

西安市で開催された世界園芸博覧会開幕式
に、市代表団（副市長団長）が訪問。
西安市で開催された世界園芸博覧会閉幕式
に、市代表団（市長団長）が訪問。併せて市
民同士の交流に尽力した功績が認められ、市
長へ名誉市民の称号が授与された。
西安囲碁訪問団が来船し、国際親善囲碁大会
と交流の歴史を記録した写真展を開催（第
20回）。
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2012 平成24年
7月 市内商業施設や医療機関の視察のため、西安

市代表団・西安市経済貿易代表団が来船。
教育分野での交流を目的に、西安市友好校か
ら小・中・高校生等が来船。

2013 平成25年
1月～2月 両市の間で医療や福祉の分野で交流を深める

ため、船橋市医療交流代表団（市立医療セン
ター院長団長）を派遣。

11月 友好都市提携20周年記念事業に関する協議
のため副市長を派遣。

2014 平成26年
6月～7月 両市の間で医療や福祉の分野で交流を深める

ため、西安市医療交流団が来船。
10月 友好都市提携20周年を記念して、市代表団

（市長団長）及び市民団が訪問。
各小・中・高等学校の代表児童生徒からなる
船橋市教育友好代表団を派遣。友好都市提携
20周年記念式典にも参加した。

12月 友好都市提携20周年を記念して、西安市福
祉視察団が来船。

船橋市立医療センターで説明を受ける西安市代表団

西安市紅会病院を視察する船橋市医療交流代表団

20周年を記念して西安市を訪問し、岳華峰副市長と会談する
松戸徹市長

20周年の市民団として重陽気功発祥の地・戸県を訪問し、
恩師と再会する船橋重陽気功協会の皆さん

友好交流促進合意が
締結された昭和63年
（1988年）にオープ
ンしたホテル『唐華
賓館』を市民団が訪
問
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2015 平成27年
5月 市行政業務や窓口対応等について視察するた

め、西安市婦女代表団が来船。
7月 市行政業務や社会福祉等について視察するた

め、西安市代表団が来船。
11月 両市の間で医療や福祉の分野で交流を深める

ため、市医療交流代表団を派遣。

2016 平成28年
7月 教育分野での交流を通して国際理解教育の充

実・発展を目指すため、西安市から小・中・
高校生40名が来船。学校間交流やホームビ
ジットを実施した。

11月 市制80周年及び日中国交正常化45周年記
念事業等に関する協議のため、市代表団を派
遣。

西安市代表団が市内福祉施設を視察

船橋中学校で音楽交流を楽しむ西安教育友好団の皆さん

クラスから始まる国際交流
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2017 平成29年
8月 日中国交正常化45周年を記念して開催され

た「日中友好交流都市中学生卓球交歓大会」
に、西安市との合同チーム結成のため交流団
を派遣。

10月 市制80周年を記念して文化団が来船。学校
訪問、ホームステイ等を行った。

2018 平成30年
7月 友好都市提携25周年記念事業に関する協議

のため船橋市代表団（副市長団長）を派遣。
市幼児教育について視察するため、陝西省民
間幼稚園連盟視察団が来船。

10月 各小・中・高等学校の代表児童生徒からなる
船橋市教育友好使節団を派遣。

11月 市幼児教育について視察するため、西安市第
一保育院幼児交流代表団が来船。幼稚園で交
流会等を行った。

12月 市公共交通について視察するため、西安市交
通管理委員会代表団が来船。意見交換等を
行った。

2019 平成31年・令和元年
1月 東アジア文化都市開幕式典に参加するため、

西安市政府代表団が来船。市長表敬等を行っ
た。

5月 西安市人民代表大会から代表団が来船し、市
長・議長等の表敬訪問を行った。併せて、北
部清掃工場の視察も行った。

6月 市幼児教育について視察するため、西安市第
一保育院幼児交流代表団が来船。幼稚園で交
流会等を行った。

10月 友好都市提携25周年を記念して、市代表団
及び青少年芸術団が来船。アンデルセン公園
での記念式典や演奏会等を行った。

船橋・西安ペアの息の合ったプレイ

船橋幼稚園の遊具で遊ぶ西安市第一保育院の子どもたち

友好都市25周年を盛大にお祝い（ふなばしアンデルセン公園）
（上）記念式典で青少年芸術団が中国の伝統楽器を演奏
（下左）西安市から記念に贈られた牡丹を植樹
（下右）令和2年（2020年）4月に美しい花を咲かせた牡丹
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2021 令和3年
10月 両市副市長によるオンライン交流会を開催し、ユニバーサルツーリズムなどについて情報交換を

行った。

西安市の姚立軍副市長と船橋市の杉田修副市長によるオンライン交流

友好都市25周年を盛大にお祝い（船橋グランドホテル）
（上）記念祝賀会での集合写真
（下左）宮本中学校箏曲部のお琴の音色でお迎え
（下右）�船橋の伝統芸能である『ばか面踊り』でおもてなし
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