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北海道 交流趣意書 韓国/釜山広域市 友好交流

本道の４港（苫小牧港、石狩湾新港、釧路港、函館
港）と釜山港が定期コンテナ船航路で結ばれている
ことから、2005年12月釜山広域市との間で交流趣
意書に調印した。

http://www.pref.hokkaido.l
g.jp/ss/tsk/teikei/gaiyou_
busa.htm

北海道 交流趣意書 韓国/慶尚南道 友好交流

慶南釜山共同競馬場が2005年にオープンし、本道
から軽種馬が輸出されていること等のつながりか
ら、2006年6月に慶尚南道と交流趣意書に調印し
た。

http://www.pref.hokkaido.l
g.jp/ss/tsk/teikei/keisyo-
nando-top.htm

北海道 友好交流協定書 韓国/ソウル特別市 友好交流

2010年に双方の副知事・副市長が相互訪問を行う
とともに民間レベルでも経済界の訪問団が市長を
表敬訪問するなど、こうした交流の盛り上がりを受
け、同年10月に友好交流協定書を締結した。

http://www.pref.hokkaido.l
g.jp/ss/tsk/seoul-
campaign.htm

北海道 友好協力協定書 韓国/済州特別自治道 友好交流

2012年4月、2013年7月に双方の知事が会談し、相
互に関心の高い分野での交流を促進するため、友
好提携を進めることについて合意。2013年から、毎
年開催されている 「済州国際青少年フォーラム」に
北海道の高校生を派遣するなど交流の盛り上がり
を受け、2016年1月に友好協力協定書を締結した。

http://www.pref.hokkaido.l
g.jp/ss/tsk/gaiyou_jeju.ht
m

北海道 友好関係協定書 タイ王国/チェンマイ県 友好交流

2012年10月にバンコク－新千歳の定期便が就航し
タイ王国と北海道の間での往来が活発になる中、
チェンマイ県との交流を開始し、2013年2月に友好
関係協定書に調印した。

http://www.pref.hokkaido.l
g.jp/ss/tsk/chiangmai-
hokkaido.htm

札幌市
札幌市「ライラックまつり」・大連
市「アカシアまつり」まつり交流協
定書

中国/大連市 観光分野 相互の観光交流の推進［2008年］

札幌市 札幌市釜山広域市了解覚書 韓国/釜山広域市 経済分野 映像産業振興分野における相互協力［2008年］

札幌市
日本国北海道札幌市・中華人民
共和国浙江省杭州市交流覚書

中国/杭州市 経済・行政分野 職員交流や相互都市PR等の交流促進［2004年］

青森県
青森県・大連市友好経済交流委
員会協定

中国/大連市 経済 [2004年締結]
http://www.pref.aomori.lg.
jp/sangyo/shoko/dairen_k
yotei.html

青森県
日本国青森県と中華人民共和国
大連理工大学との技術交流に関
する協定

中国/大連理工大学 技術 [2005年締結]
http://www.pref.aomori.lg.
jp/sangyo/shoko/dairen_k
yotei.html

青森県
日本国青森県－大韓民国済州
特別自治道友好交流協定

韓国/済州特別自治道

世界自然遺産、
貿易、観光、文化
芸術、青少年、エ
ネルギー

[2011年締結]

岩手県
岩手県、岩手医科大学とデュー
ク大学との間における基本的合
意書

米国/ノースカロライナ州デュー
ク大学

医療

（1）岩手医科大学とデューク大学との間における医
療分野での交流の促進
（2）デューク大学、岩手県または岩手医科大学との
間で合意したプロジェクトを発展、実施することを
各々の当事者が約定すること。
(備考：ノースカロライナ州との交流の一環として締
結)

岩手県
岩手県とラインラント・プファルツ
州との協力と交流の目的に関す
る基本合意書

ドイツ/ラインラント・プファルツ州
文化、学術、教
育、経済

文化、学術、教育、経済の各分野における情報交
換への寄与を提唱
（重点項目）
（1）学生及び研究者の交流
（2）文化交流
（3）学生、経済界代表者、行政官庁職員のための
刊行物・情報の交換
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岩手県
岩手県と中国医科大学との医療
分野の交流に関する協定書

中国/中国医科大学 医療

中国医科大学に在籍する中国人医師が、岩手県に
おいて診療を行う研修を行うことについて相互に協
力
（岩手県（岩手医科大学）と中国医科大学との医療
分野における交流を、国の臨床修練制度のもとで
推進するもの。）

岩手県
岩手県と大連市との地域間連携
の強化に関する協定

中国/大連市 経済、観光等
（1）県産品の輸出促進
（2）観光客の誘致
（3）職員の相互派遣交流　など

岩手県
岩手県とプーアル市との協力交
流の強化に係る協定書

中国/普洱市 経済、観光等
（1）互いの特産品であるプーアル茶及び南部鉄瓶
の相互普及宣伝
（2）代表団の相互派遣など

岩手県
岩手県と雲南省との友好交流協
力協定

中国/雲南省 経済・観光等
（１）互いの交流促進
（２）経済連携

宮城県
日本国宮城県とロシア連邦ニ
ジェゴロド州との間の協力に関す
る覚書

ロシア/ニジェゴロド州 経済等
経済分野を中心に地域間協力の発展・強化等を規
定。
[2007年4月12日締結]

http://www.pref.miyagi.jp/
soshiki/ftp-
kokusai/nizhny.html

宮城県
日本国宮城県庁とロシア連邦ニ
ジェゴロド州政府との協力の発展
に関する共同宣言書

ロシア/ニジェゴロド州 経済等
覚書の期限の2010年4月以降の協力関係等を規
定。
[2009年5月18日締結]

http://www.pref.miyagi.jp/
soshiki/ftp-
kokusai/nizhny.html

宮城県

宮城県庁(日本国) とニジェゴロド
州政府(ロシア連邦)との経済・貿
易，学術・技術，社会，文化の協
力に関する協定

ロシア/ニジェゴロド州 経済等
覚書、共同宣言書の内容を発展させ、事実上恒久
的（期限５年で自動更新）な協定書としたもの。
[2010年5月17日締結]

http://www.pref.miyagi.jp/
soshiki/ftp-
kokusai/nizhny.html

仙台市
タイ国政府観光庁との観光に関
する相互協力協定

タイ国政府観光庁 観光

仙台とタイ双方向での旅行者増加及び観光振興を
図るため、情報提供・観光促進活動の相互支援・協
力を行う。平成18年8月31日締結、平成21年10月27
日協定締結期間延長のため再度締結。
平成24年1月27日、東北観光推進機構を協定当事
者に加えて再締結。

http://www.city.sendai.jp/
kaiken/120117tai1.html

仙台市
ゲーム産業振興のための協力合
意書

（公財）仙台市産業振興事業団、
オウル応用科学大学、ビジネス
オウル

産業振興

オウル応用科学大学のプログラムの一つであるオ
ウルゲームラボ（OGL）との連携を中心に、両地域
におけるゲーム産業に関する教育とビジネス活動
の拡大を図ることを目的としている。平成26年3月
26日締結。

http://www.city.sendai.jp/
news/2014/business/121
3006_2396.html

仙台市
フラウンホーファー研究機構と仙
台市との協力協定

ドイツ/フラウンホーファー研究機
構

産業振興

フラウンホーファー研究機構の研究開発力を地域
企業の技術力向上等に役立てる。平成17年7月締
結。平成25年7月協定締結期間延長のため再度締
結。

http://www.city.sendai.jp/
keizai/sangaku/sangakuto
rikumi/docs/mems/h25ky
outeikoushin.pdf

仙台市
フィンランド健康福祉センター協
力合意書

仙台側：（仙台市、）（公財）仙台
市産業振興事業団、東北大学、
東北福祉大学、（社福）東北福祉
会、日本政策投資銀行
フィンランド側：フィンランド貿易
局（フィンプロ）、フィンランド・セン
ター、フィンランド国立社会福祉
保健研究開発センター（スタケ
ス）、オウル地域研究センター

経済

仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクトに関
して、関係各団体がプロジェクト全体の構想を共有
すると共に、各団体がそれぞれの役割においてプ
ロジェクト成功のために最善を尽くすための相互協
力について確認を行うために締結。プロジェクトに
ついては「企業の海外進出支援」及び右記URL参
照。

http://sendai.fwbc.jp/inde
x.html

仙台市
産業振興のための共同インキュ
ベーション協定2011-2014

（公財）仙台市産業振興事業団、
オウル市、ビジネスオウル

経済

仙台・オウル双方の地域の産業振興を共同で行う。
仙台市としては、特にICT(情報通信技術)産業クラ
スターで世界的に著名なオウル市との連携を通じ
て、仙台地域企業の国際化・高度化を図る。平成17
年に初締結、以降3年ごとに更新し、平成26年3月
には、2011-2014について1年延長（平成27年3月ま
で）。

http://www.city.sendai.jp/
business/d/oulu-
sangyou_index.html
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仙台市
観光、経済、産業、福祉、文化及
びスポーツ分野の交流促進協定

台湾/台南市
観光、経済、産
業、福祉、文化及
びスポーツ

観光、経済、産業、福祉、文化、スポーツの6つの分
野において、両地域の市民、産業界の交流推進を
促進する。［平成18年1月20日］

http://www.city.sendai.jp/
koryu/1194772_2446.html
#tainan

秋田県
日本国秋田県と中華人民共和国
吉林省との経済友好交流に関す
る覚書

中国/吉林省 経済交流
双方が経済分野を中心に長期的な交流と協力を積
極的に推進すること等に同意。　[1998年締結]

秋田県
秋田県と吉林省延辺朝鮮族自治
州との経済交流に関する覚書

中国/吉林省　延辺朝鮮族自治
州

経済交流 両県州間の経済交流の拡大［2001年締結］

秋田県
秋田県とロシアハバロフスク地方
との合意書

ロシア/ハバロフスク地方 鉱業、経済
鉱業・経済分野における技術交流の拡大
[2000年8月締結]

秋田県
秋田県と中華人民共和国天津市
の友好交流に関する合意書

中国/天津市 人的交流 両県市間の交流の拡大[2010年9月締結]

秋田県
日本国秋田県と中華人民共和国
天津市の友好協定締結に向けた
協議書

中国/天津市
経済・技術・観光・
人的交流

将来の友好協定締結に向けた交流の推進
[2012年7月締結]

秋田県
日本国秋田県とベトナム社会主
義共和国ヴィンフック省との協力
関係強化に関する覚書

ベトナム/ヴィンフック省 経済、農業
企業誘致や農業技術習得を中心とする交流促進
[2015年3月締結]

秋田県 国際交流に関する覚書 台湾/高雄市 観光・教育・経済 両県市間の交流の拡大[2016年8月締結]

秋田県
日本国秋田県と中華人民共和国
天津市の青少年交流に関する覚
書

中国/天津市 人的交流
将来の友好協定締結に向けた交流の促進[2016年
10月締結]

山形県
山形県と高雄市との経済交流・
文化交流等における友好協力に
関する覚書

台湾/高雄市 経済、文化
両地域の観光などの経済交流、文化交流等の促進
［2016年5月18日締結］

山形県

山形県と宜蘭県の経済交流・文
化交流等における友好協力に関
する覚書

台湾/宜蘭県 経済、文化
両地域の観光などの経済交流、文化交流等の促進
［2016年8月24日締結］

山形県庄内町 友好協力関係を築く締結同意書 中華人民共和国/濰坊市寒亭区 住民の友好協力
友好協力関係を築くことを出発点とし、両地区住民
の交流を図る。
［2012年8月21日締結］

福島県
人材育成交流計画に関する同意
書

カナダ/ブリティッシュコロンビア
州

人材育成 [1993年締結]
http://www.pref.fukushim
a.lg.jp/sec/16005e/bc.ht
ml
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福島県
人材と技術の交流に関する同意
書

中国/湖北省 人材と技術 [1994年締結]
http://www.pref.fukushim
a.lg.jp/sec/16005e/kohok
u.html

福島県

福島県上海事務所を拠点とした
日本国福島県と中華人民共和国
湖北省との経済交流に関する同
意書

中国/湖北省 経済 [2004年締結]
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