
昭和44年（1969年）４月
米田忠雄千歳市長、アンカレジ市を訪問し姉妹都市
提携盟約書に調印

昭和44年（1969年）７月
ジョージ・サリバンアンカレジ市長、「千歳市開基90
周年記念式典」に出席

　千歳市とアンカレジ市の姉妹都市交流は、友好親善使節団の派遣・受入、スポーツ交流、学校間交
流などにより、50年にわたる絆を深めてきました。

昭和44年 （1969年） 姉妹都市提携盟約書に調印　

昭和45年 （1970年） 千歳市長一行３名が「アンカレジ開基50周年記念式典」に出席

昭和46年 （1971年） アラスカ州貿易視察団一行12名が来千

昭和47年 （1972年） 道内各地を親善訪問中のアンカレジ市長夫妻が来千

昭和48年 （1973年） 千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団一行40名を派遣

昭和49年 （1974年） ライオンズクラブの交換留学生がそれぞれホームステイ滞在

昭和50年 （1975年） アンカレジ市の千歳訪問友好使節団一行７名が来千

昭和51年 （1976年） 千歳市の親善使節団一行17名が「アメリカ建国200年記念」に参加

昭和52年 （1977年） アラスカ州農業貿易使節団一行５名が来千

昭和53年 （1978年） 千歳ロータリークラブとアンカレジロータリークラブが姉妹クラブの提携

昭和54年 （1979年） 「千歳市開基100年・姉妹都市提携10周年記念行事」として、千歳市のアンカレ
ジ訪問千歳友好使節団一行153名がチャーター便でアンカレジ市を訪問
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昭和44年（1969年）～昭和54年（1979年）



昭和47年（1972年）10月

昭和50年（1975年）９月

道内各地を親善訪問中のジョージ・サリバンアンカ
レジ市長夫妻、千歳市を訪問

アンカレジ市の千歳訪問友好使節団一行７名が千歳
市を訪問

昭和48年（1973年）２月

昭和54年（1979年）９月

千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団一行 40 名
がアンカレジ市を訪問

千歳市開基100年・姉妹都市提携10周年記念事業」
として、千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団一
行153名がチャーター便「開基100年千歳号」でア
ンカレジ市を訪問
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昭和55年（1980年）５月

昭和63年（1988年）７月

ジョージ・サリバン市長、アーニー・マイケル姉妹
都市委員長一行26名が千歳市を訪問

 「千歳市市制施行30周年記念」として、  トム・フィンク
アンカレジ市長一行７名が千歳市を訪問

昭和62年（1987年）８月

昭和63年（1988年）７月

アンカレジ市の少年野球チーム一行19名が千歳市で
親善試合３試合を行い、ホームステイ滞在。また千
歳市立北栄小学校も訪問し、児童と交流

アンカレジ市長が「千歳・日航国際マラソン」のス
ターターを行うなど諸行事に参加

昭和55年 （1980年） アンカレジ市長一行26名が来千

昭和56年 （1981年） 「北海道・アラスカ少年交流キャンプ」に参加するため、アラスカの少年一行19名
が来千し、国設美笛キャンプ場で４日間交流

昭和57年 （1982年） 北海道とアラスカ州の経済交流を図るため来道したアラスカ州政府の友好施設団一
行14名が来千

昭和58年 （1983年） アンカレジ市の少年野球チーム一行20名が、千歳市で親善試合４試合を行い、ホー
ムステイ滞在

昭和59年 （1984年） 千歳市のスポーツ交流少年野球使節団一行27名が、アンカレジ市で親善試合４試合
を行い、ホームステイ滞在

昭和60年 （1985年） 元アンカレジ市長一行３名が来千

昭和61年 （1986年） アンカレジ市長一行６名が「千歳・日航国際マラソン」の諸行事等に参加

昭和62年 （1987年） アンカレジ市の少年野球チーム一行19名が、千歳市で親善試合３試合を行い、ホー
ムステイ滞在。千歳市立北栄小学校も訪問し、児童と交流

昭和63年 （1988年） 「千歳市市制施行30周年記念・新千歳空港オープン記念行事」として、 アンカレジ
訪問千歳友好使節団一行84名及びスポーツ交流使節団21名が、 アンカレジ市を訪
問。 スポーツ交流使節団は野球の親善試合４試合を行い、ホームステイ滞在

平成元年 （1989年） 千歳ライオンズクラブとアンカレジシニアセンターライオンズクラブが双生関係の
同意書を交わす

真鍋辰夫氏がアンカレジ市長からアンカレジ市民名誉市民の称号を受ける
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昭和63年（1988年）８月

昭和63年（1988年）８月

平成元年（1989年）８月

「千歳市市制施行30周年記念・新千歳空港オープ
ン記念事業」として、千歳市のアンカレジ訪問千歳
友好使節団一行84名がアンカレジ市を訪問

アンカレジ市を訪問中の梅沢健三千歳市長がアンカ
レジ市役所で共同声明書にサイン

ミス・アンカレジ、ミス・アラスカほか随行者１名
が「’89ちとせ空港まつり」に参加するため、千歳
市を訪問

昭和63年（1988年）８月

昭和63年（1988年）８月

平成元年（1989年）10月

「千歳市市制施行30周年記念・新千歳空港オープ
ン記念事業」として、千歳市のスポーツ交流使節団
21名がアンカレジ市を訪問。野球の親善試合４試
合を行い、ホームステイ滞在

北海道とアラスカ州のガールスカウトの相互交流
で、アンカレジ市のガールスカウト２名が千歳市を
訪問し、ガールスカウト北海道第31団（千歳市）
と交流（お茶体験）

アンカレジ市議会議員、姉妹都市委員長一行５名が
「千歳市開基110年記念式典、姉妹都市提携20周年
記念式典」に出席
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平成２年（1990年）８月
ミス・アンカレジ、ミス・アラスカほか随行者１名
が「’90ちとせ空港まつり」に参加するため、千歳
市を訪問 平成２年（1990年）８月

アンカレジ市の少年野球チーム一行19名が千歳市で
開催された「日・米・韓の３国親善少年野球大会」
に参加。親善試合４試合を行い、キャンプやホーム
ステイで滞在

平成  2年 （1990年） ミス・アンカレジ、ミス・アラスカほか随行１名が、「’90ちとせ空港まつり」に参加

平成  3年 （1991年） 千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団及びスポーツ交流使節団など一行104名がア
ンカレジ市を訪問

平成  4年 （1992年） 千歳小学校とアンカレジ市のサンドレイク小学校の児童の作品交換を中心とした交
流を開始

平成  5年 （1993年） アンカレジ市の少年野球チーム一行25名が、千歳市で親善試合４試合を行い、サン
ドレイク小学校の児童がいたことから、千歳小学校の児童とキャンプ等で交流

平成  6年 （1994年） 千歳国際交流協会の設立記念事業として、小学生姉妹都市派遣団一行24名がアンカ
レジ市を訪問し、サンドレイク小学校等と交流

平成  7年 （1995年） 「姉妹都市提携25周年記念・チトセアンカレジスレッドドッグレース1995」が千歳
市で開催

平成  8年 （1996年） サンドレイク小学校一行29名が来千

アンカレジ市在住の高校生２名が、千歳市で開催された「第３回サマープログラ
ム」に参加し、ホームステイ滞在

平成  9年 （1997年） 千歳小学校一行52名がサンドレイク小学校を訪問

アンカレジ市出身のララ・ウィルバーさんが、千歳市教育委員会のALTとして赴任
し、市内の中学校で英語を教える

平成10年 （1998年） サンドレイク小学校一行52名が、千歳小学校を訪問

アンカレジ市の少年野球チーム一行19名が、千歳市で親善試合３試合を行い、ホー
ムステイ滞在

平成11年 （1999年） アンカレジ市の千歳訪問友好使節団一行が、「千歳開庁120年・姉妹都市提携30周年
記念式典」に出席するため来千
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平成４年（1992年）７月

平成７年（1995年）１月

平成11年（1999年）10月

「新千歳空港ターミナルビルのオープニング」にア
ンカレジ市とアラスカ州から「シロクマのはく製」
の寄贈を受ける　※現在は、市役所市民ホールに展示

「姉妹都市提携25周年記念・チトセアンカレジス
レッドドッグレース1995」（主催：JDMA日本マッ
シャーズ協会120チーム参加）が千歳市で開催さ
れ、1999年まで実施

「千歳市開庁120年・姉妹都市提携30周年記念式
典」に出席するため、アンカレジ市の千歳訪問友好
使節団一行が千歳市を訪問

平成５年（1993年）８月

平成８年（1996年）１月

アンカレジ市の少年野球チーム一行25名が千歳市に
10日間滞在し、少年野球チームにサンドレイク小学
校の児童がいたことから、千歳小学校の児童とキャ
ンプ等で交流を深める

「チトセアンカレジスレッドドッグレース1996」
（主催：JDMA日本マッシャーズ協会、チトセアン
カレジメモリアル運営実行委員会）が千歳市で開催
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平成12年 （2000年） アンカレジ市長リック・マイストローム氏、退任あいさつのため来千

サンドレイク小学校一行59名が、千歳小学校を訪問

千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団一行28名がアンカレジ市を訪問

平成13年 （2001年） 千歳スケート少年団一行15名がアンカレジを訪問し、アラスカスピードスケーティ
ングクラブと交流し、地元大会に参加

平成14年 （2002年） 北海道ガールスカウト一行として、千歳市から女子高校生がアンカレジを訪問

平成15年 （2003年） 千歳小学校一行29名がサンドレイク小学校を訪問

平成16年 （2004年） 「第11回北方都市会議及び国際冬の見本市」に山口市長夫妻、横田秘書課長、佐久
間国際交流課長が参加

サンドレイク小学校一行55名が千歳小学校を訪問

平成17年 （2005年） 千歳小学校一行34名がサンドレイク小学校を訪問

平成18年 （2006年） サンドレイク小学校一行46名が千歳小学校を訪問

ミス・アンカレジのステファニー・ジェファーズさん、姉妹都市委員会 スゼッテ・
マッシュバーンさんが「2006スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」参加のため来訪

平成19年 （2007年） 「第13回世界冬の都市市長会議実務者会議」出席のため来道したアンカレジ市長室
長のデイビッド・ラミュザー氏と北方会議議長のディック・スタローン氏が、千歳
市を訪問

平成20年 （2008年） 「千歳市市制施行50周年記念式典」参加のため、アンカレジ市議会議長マット・ク
レーマン氏とアンカレジ市姉妹都市委員会委員長のスゼッテ･マッシュバーン氏、姉
妹都市委員のヨーヤン・ファー氏、小川芳邦氏の４名が来訪

平成21年 （2009年） 「姉妹都市提携40周年記念行事」として、千歳市のアンカレジ訪問千歳友好使節団
一行36名がアンカレジ市を訪問

平成12年（2000年）７月

平成12年（2000年）６月

ミス・アンカレジと随行２名が「’00北海道スカイ
＆ビアフェスタちとせ」に参加のため、千歳市を訪
問

マイストローム アンカレジ市長と東川千歳市長の
対談
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平成14年（2002年）12月

平成15年（2003年）７月

ミス・アンカレジと随行１名が「’02北海道スカイ
＆ビアフェスタちとせ」に参加のため、千歳市を訪
問

サンドレイク小学校訪問の千歳小学校児童が市長を
表敬訪問

アンカレジガールスカウト一行12名が千歳市を訪
問し、千歳市のガールスカウトと交流

平成14年（2002年）７月

平成15年（2003年）７月

平成17年（2005年）７月平成16年（2004年）２月

ミス・アンカレジと随行１名が「’03北海道スカイ
＆ビアフェスタちとせ」に参加のため、千歳市を訪
問

ミス・アンカレジと随行１名が「’05北海道スカイ
＆ビアフェスタちとせ」に参加のため、千歳市を訪
問

「第11回北方都市会議」に山口市長が出席（アン
カレジ市）
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平成18年（2006年）６月

平成19年（2007年）７月

平成20年（2008年）１月

サンドレイク小学校一行が千歳市を訪問

ミス・アンカレジと随行１名が「’07スカイ・ビア
＆YOSAKOI祭」に参加のため、千歳市を訪問

千歳小学校一行がサンドレイク小学校を訪問

平成18年（2006年）７月

平成19年（2007年）７月

平成20年（2008年）９月

ミス・アンカレジと随行１名が「’06スカイ・ビア
＆YOSAKOI祭」に参加のため、千歳市を訪問

「第13回世界冬の都市市長会議実務者会議」出席
のため、アンカレジ市長とアンカレジ北方会議議長
２名が千歳市を訪問

「千歳市市制施行50周年記念式典」参加のため、
アンカレジ市議会議長、アンカレジ姉妹都市委員会
委員長一行４名が千歳市を訪問
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平成20年（2008年）９月

平成21年（2009年）７月

平成21年（2009年）７月

千歳市を訪問中のアンカレジ市議会議長一行が「千
歳市市制施行50周年記念夕食会」に参加

「J8アフターサミット」として「姉妹都市子どもサ
ミット」を開催

「姉妹都市提携40周年記念」について感謝状の贈
呈

平成21年（2009年）７月

平成21年（2009年）７月

平成21年（2009年）７月

「姉妹都市提携40周年記念行事」として千歳市の
アンカレジ訪問千歳友好使節団一行36名がアンカ
レジ市を訪問

「姉妹都市提携40周年記念」において「姉妹都市
提携確認書」に調印

「姉妹都市提携40周年記念」において千歳市教育
長とアンカレジ教育委員会の会合
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平成22年 （2010年） 「姉妹都市提携40周年記念訪問」で新たな学校間交流として合意したミアーズ中学
校一行17名が、市内の中学校を訪問

平成23年 （2011年） 千歳小学校一行24名がサンドレイク小学校を訪問

市内中学校一行12名がミアーズ中学校を訪問

平成24年 （2012年） サンドレイク小学校一行35名が千歳小学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’12スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成25年 （2013年） 市内中学校一行15名がミアーズ中学校を訪問

ミアーズ中学校一行20名が市内中学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’13スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成26年 （2014年） 千歳小学校一行22名がサンドレイク小学校を訪問

サンドレイク小学校一行35名が千歳小学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’14スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

「姉妹都市提携45周年記念行事」として、公式訪問団並びに市民訪問団一行30名
が、アンカレジ市を訪問

平成27年 （2015年） 市内中学校一行16名がミアーズ中学校を訪問

ミアーズ中学校一行29名が市内中学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’15スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成28年 （2016年） 千歳小学校一行15名がサンドレイク小学校を訪問

サンドレイク小学校一行45名が千歳小学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’16スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成29年 （2017年） 市内中学校一行24名がミアーズ中学校を訪問

ミアーズ中学校一行23名が市内中学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’17スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

平成30年 （2018年） 市内小学校一行39名がサンドレイク小学校を訪問

サンドレイク小学校一行28名が市内小学校を訪問

ミス・アンカレジと随行者１名が「’18スカイ・ビア＆YOSAKOI祭」に参加

令和元年 （2019年） 「姉妹都市提携50周年記念行事」に参加するため、アンカレジ市長一行15名が千歳
市を訪問
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平成22年（2010年）３月

平成22年（2010年）７月

平成24年（2012年）６月

「姉妹都市提携40周年記念訪問」で新たな学校間
交流としてミアーズ中学校一行が市内中学校と交流

「姉妹都市提携40周年記念樹」の植樹セレモニー

サンドレイク小学校一行が千歳小学校と交流

平成22年（2010年）７月

平成24年（2012年）７月

ミス・アンカレジと随行１名が「’10スカイ・ビア
＆YOSAKOI祭」に参加のため、千歳市を訪問し、千
歳小学校の児童と交流

ミス・アンカレジと随行１名が「’12スカイ・ビア
＆YOSAKOI祭」に参加のため、千歳市を訪問
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平成25年（2013年）５月

平成27年（2015年）７月

平成30年（2018年）１月

ミアーズ中学校一行が市内中学校と交流

アラスカガールスカウトが来訪し、ガールスカウト
北海道第31団と交流

市内小学校一行がサンドレイク小学校を訪問

平成26年（2014年）８月

平成28年（2016年）６月

平成30年（2018年）６月

「姉妹都市提携45周年記念行事」として、公式訪
問団並びに市民訪問団一行30名が、アンカレジ市
を訪問

サンドレイク小学校一行が、千歳市長を表敬訪問

サンドレイク小学校一行が市内小学校と交流
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平成31年（2019年）１月

令和元年（2019年）９月

令和２年（2020年）１月

市内中学校一行がミアーズ中学校を訪問

アンカレジ市議会議員から『姉妹都市提携50周年
決議案』を千歳市議会へ

「姉妹都市提携50周年記念事業英語スピーチコン
テスト」の上位者３名がダイモンド高校を訪問

令和元年（2019年）９月

令和２年（2020年）１月

令和２年（2020年）１月

「姉妹都市提携50周年記念行事」に参加するた
め、アンカレジ市長一行15名が千歳市を訪問

千歳市議会議長から「姉妹都市アンカレジ市とのさ
らなる交流促進に関する決議」をアンカレジ市議会
へ

千歳アイヌ協会一行８名が、アンカレジ市長を表敬
訪問
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