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八戸市･･･蘭州市(中華人民共和国、甘粛省) 

Lanzhou Gansu, People’s Republic of China 
 

 

１ 提携年月日 平成 10年 4月 14日（友好交流協議書締結日） 

 

２ 姉妹・友好都市の概況 

市制施行日：1941年  

人   口：約 3,600,000人  

地   理：中国大陸の北西に位置し、甘粛省の省都。西安を起点とするシルクロード上の交通

の要衝として栄え、中国最大級の石油埋蔵量があり、中国 10 大工業都市として発

展している。また、市域は海抜 1600メートルにあり、市内を黄河が東西に流れる。

半乾燥地帯と半湿潤地帯が接するところにあり、比較的穏やかな気候である。  

３ 交流の経過 

 ①昭和 58 年の第 4 次八戸市各界友好訪中団が蘭州市を訪問して以来、八戸ガス㈱による都市ガス技

術協力を始め、青少年交流、視察団受け入れが始まる。 

 ②昭和 63 年に蘭州市政府経済技術交流団（団長  柯茂盛市長一行 4 名）が来八した際、都市ガス研

修生の派遣要請を受け、八戸ガス㈱で受入れを承諾。平成元年に研修生受け入れ。 

 ③平成 10年 4月、友好交流協議書締結。 

 

 八戸ガス関連 

上記、技術交流により平成 5年には、鈴木継男社長（当時）が訪蘭した際、蘭州市長より、中日友好、

蘭州ガス建設事業の技術協力などへの功績が認められ、「蘭州市栄誉市民」の称号が送られる。平成 12

年鈴木氏の寄附により蘭州市児童図書館内に「鈴木書屋（鈴木文庫）」完成。平成 15年「鈴木多媒体室

（パソコン利用施設）」が完成している。 

 

４ 交流の主な動き 

昭和 58(1983)年 10月 第４次八戸市各界友好訪中団（団長  斉藤健治八戸市日中友好協会会長）

蘭州市訪問 

昭和 59(1984)年 9月 八戸市各界友好視察団（団長  留目市議会副議長）蘭州市訪問 

昭和 60(1985)年 5月 蘭州市経済技術友好考察団（団長  王道義市長）来八 

※両市長会談がもたれ、友好交流促進、技術協力、共同研究に関する両

市の友好交流会談記録に署名した 

 8月 青少年海外派遣団（12名）蘭州市訪問 （事業開始初年度） 

昭和 61(1986)年 9月 八戸市産業友好視察団（団長  秋山市長）蘭州市訪問 

昭和 62(1987)年 7月 青少年海外派遣団（22名）蘭州市訪問（上海、西安、蘭州、北京） 

昭和 63(1988)年 6月 蘭州市政府経済技術交流団（団長  柯茂盛市長）来八 

平成 4(1992)年  4月 蘭州市ガス安全技術友好視察団（朱国瑞 ほか 3名）来八 

  蘭州市政府友好代表団（団長 柯茂盛市長）来八 
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平成 6(1994)年 11月 蘭州市経済技術視察団（団長 梁猷塊副市長）来八 

平成 7(1995)年 5月 蘭州市経済友好交流団（団長 李虎林）来八 

 7月 青少年海外派遣団（15名）蘭州市訪問 

平成 8(1996)年 7月 青少年海外派遣団（14名）蘭州市訪問 

平成 9(1997)年 8月 青少年海外派遣団（12名）蘭州市訪問 

 9月 蘭州市青少年友好交流団（団長 揚文材 計 13名）来八 

平成 10(1998)年 4月 中里信男八戸市長一行 4名蘭州市訪問、友好交流協議書締結（4月 14日） 

 8月 青少年海外派遣団（10名）蘭州市訪問 

 8月 「'98 甘粛・蘭州交易会」視察団（団長 鈴木継男八戸ガス会長）蘭州市

訪問  9月 蘭州市青少年友好交流団（団長 孫克強 計 18名）来八 

 11月 蘭州・八戸友好交流記念植樹訪問団(団長 斎藤健治八戸市日中友好協会

会長 計 4名)蘭州市訪問友好交流 15周年記念植樹を行い、感謝状を受け

る 

平成 11(1999)年 6月 蘭州市政府友好代表団（団長 朱作勇市長 計 5名）来八 

 8月 青少年派遣団（10名）蘭州市訪問 

 8月 「'99 中国蘭州投資貿易商談会」視察団（団長 鈴木継男八戸ガス取締役

相談役）蘭州市訪問 

平成 12(2000)年 1月 蘭州市経済考察団（団長 座蘭芝 蘭州市物価局副局長 計 10名）来八 

 6月 八戸市地域振興課 佐々木主事を蘭州市へ日本語教務主任として派遣（～10 月） 

 8月 青少年派遣団（団長 菊池武 教育部次長 計 10名）蘭州市訪問 

  8月 「'00中国蘭州投資貿易商談会」及び「鈴木文庫オープニングセレモニー」

参加のため、鈴木継男八戸ガス(株)名誉顧問ら 2名蘭州市訪問 

平成 13(2001)年 5月 蘭州市経済視察団（団長 田栄嘉 計 6名）来八 

 7月 青少年派遣団（団長 豊巻英典 八戸市立白銀中学校長 計 12 名）蘭州市

訪問 平成 14(2002)年 3月 青少年派遣団（団長 松山隆豊 八戸市教育委指導課長 計 29 名）蘭州市

訪問  8月 蘭州市友好代表団（団長 柯茂盛  計５名）来八 

 8月 大河原隆助役一行３名蘭州市訪問 

 10月 蘭州市青少年友好交流団（団長 張景輝 計 20名）来八 

平成 15(2003)年 9月 八戸市蘭州訪問団（団長 中村寿文市長 計 19名）蘭州市訪問、友好交流

20周年記念行事へ参加 

 10月 甘粛省 省長ほか来八 

 11月 蘭州市青少年友好交流団（団長 孫宝国 計 21名）来八 

平成 16(2004)年 11月 蘭州市青少年友好交流団（団長 周志勇 計 23名）来八 

平成 17(2005)年 4月 蘭州市訪問団（団長 柯茂盛 計７名）来八 

平成 18(2006)年 5月 青少年派遣団（団長 秋山秀男 八戸市立湊中学校長 計 19名）蘭州市訪問 

 9月 蘭州市市民派遣団（団長 八戸市長 計 16 名）蘭州市訪問（八戸国際交流協会

主催） 

 11月 蘭州市青少年友好交流団（団長 常学海 計 27名）来八 
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平成 19(2007)年 5月 青少年派遣団（団長 金澤定光 八戸市教育委社会教育課長 計 19名）蘭

州訪問 

  8月 蘭州市政府友好代表団（団長 張津梁市長 計 7名）来八 

 10月 蘭州市青少年友好交流団（団長 王洪教育局副局長 計 25名）来八 

平成 20(2008)年 9月 蘭州市訪問団(団長 八戸市副市長 計 9名)蘭州市訪問(八戸国際交流協会主催) 

 10月 蘭州市青少年友好交流団（団長 呂汾梅  計 33名）来八 

平成 21(2009)年 4月 蘭州市政府友好代表団（団長 董文勝 計 6名）来八 

 8月 蘭州市地震技術交流団（団長 陳偉 計 6名）来八 

 9月 八戸市産業政策課 坂本主事を蘭州市へ派遣 (～11月) 

（甘粛省国際友好都市交流員プログラム） 

 11月 蘭州市文化友好交流団（団長 范文 計 11名）来八 

  八戸市・蘭州市友好交流 25周年記念書道交流会開催 

平成 22(2010)年 5月 青少年派遣団（団長 前田稔 八戸市教育委次長 計 31名）蘭州市訪問 

 7月 蘭州市訪問団（団長 小林市長 計 12名）蘭州市訪問（上海万博へも参

加） 

 10月 蘭州市青少年友好交流団が（団長 田明 蘭州市教育局副局長 計 30 名）

来八 

平成 23(2011)年 9月 蘭州市商業貿易代表団（団長 楊進龍 蘭州市商務局副局長 計 7名）が 

来八 

 11月 蘭州市青少年友好交流団（団長 刘明余 蘭化公司中小総校第四小学校長 

計 27名）が来八 

平成 24(2012)年 5月 

 

7月 

青少年派遣団（団長 畑山寿美子 八戸市立北稜中学校長 計 30 名）蘭州

市訪問 

蘭州市訪問団（団長 奈良岡副市長 計 7名）蘭州市訪問 

平成 25(2013)年 8月 友好交流開始 30周年記念イベントを八戸市で開催 

平成 26(2014)年 1月 蘭州市教育代表団（団長 王得明 蘭州職業技術学院長 計 6名）が来八 

 6月 青少年派遣団（団長 橋本祝子 八戸市立三条中学校長 計 30名）蘭州市

訪問 

 

 

9月 
蘭州市青少年友好交流団（団長 谢守斌 蘭州市教育局監査所所長 計 36 

名）が来八 

平成 27(2015)年 5月 蘭州市訪問団（団長 伊藤博章教育長 計 5名）蘭州市訪問 

 10月 蘭州市青少年友好交流団（団長 董永福 蘭州市教育局人事部長 計 37名） 

が来八 

 11月 教員海外派遣交流事業開始により、教員 2名を蘭州市へ派遣 

平成 28(2016)年 5月 

5月 

教員海外派遣交流事業により、蘭州市教員 2名が来八 

青少年海外派遣団（団長 正部家光彦 八戸市立東中学校長 計 29名）蘭 

州市訪問 

 7月 蘭州市政府友好代表団（団長 厳志堅 蘭州市副市長 計 6名）が来八 
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 平成 29(2017)年 5月 
蘭州市青少年友好交流団（団長 王乐生 蘭州市教育局副書記 計 18名）

が来八 

 9月 蘭州市訪問団（団長 大平透副市長 計 6名）蘭州市訪問 

 11月 教員海外派遣交流事業により、蘭州市教員が来八（2名） 

 11月 八戸市教職員 2名を蘭州市へ派遣（教員海外派遣交流事業 11/11～11/24） 

（三条小学校教諭 吉田千春、下長中学校教諭 安田麻衣） 

平成 30(2018)年 5月 蘭州市青少年友好交流団来八 

（団長 毛润辉 蘭州市教育局財務所所長 計 20名） 

 5月 八戸市青少年海外派遣団蘭州市訪問 

（団長 澤田尚 八戸第一中学校長 計 29名） 

 7月 蘭州市政府友好代表団来八（団長 左龍 蘭州市副市長 計 5名） 

令和元(2019)年 11月 教員海外派遣交流事業により、蘭州市教員が来八（2名） 

 11月 八戸市教職員 2名を蘭州市へ派遣（教員海外派遣交流事業 11/9～11/22） 

（図南小学校教諭 竹井亮、第一中学校教諭 小山武志） 

令和 2(2020)年 6月 新型コロナウイルス肺炎感染症拡大防止のため、蘭州市市長より医療物

資の寄付を受けた（マスク、防護服、グローブ） 

 


