
姉妹友好都市以外の提携リスト
平成28年9月現在（地方自治体からの提供）

自治体名 協定名
協定締結先（国・地域名/都市

名）
分野 概要（骨子、締結年等） URL

新潟市 交流協定 韓国/ウルサン広域市
スポーツ，文化，
教育，経済，環境
等

［2006年9月締結］
http://www.city.niigata.lg.j
p/shisei/kokusai/toshikan
/ulsan/index.html

富山県
日本国富山県と大韓民国江原道
との間の文化芸術及びスポーツ
分野の交流協力に関する議定書

韓国/江原道
文化芸術、スポー
ツ等

芸術団体の相互交流や、スポーツ大会の共同開催
等
［1993年2月10日締結］

富山県
日本国富山県と中華人民共和国
広東省との間の観光協力・交流
協定書

中国/広東省 観光
富山県と広東省の観光交流・協力
［2010年5月10日締結］

富山県

日本国富山県知事のスイス連邦
バーゼル・シュタット州訪問に際
する医薬品分野の交流に関する
宣言

スイス/バーゼル・シュタット州
医薬品、学術、芸
術・文化

医薬品分野をはじめ幅広い交流を促進
［2009年10月26日締結］

富山県

日本国富山県とスイス連邦バー
ゼル・ラントシャフト州との間の医
薬品分野の交流協力に関する協
定書

スイス/バーゼル・ラントシャフト
州

医薬品、学術、芸
術・文化

医薬品分野をはじめ幅広い交流を促進
［2009年10月27日締結］

石川県

石川県とスローフードインターナ
ショナルとの間での欧州における
石川県産食材の販路開拓及び
石川県におけるスローフードを生
かした地域振興に関する覚書

イタリア/スローフードインターナ
ショナル

経済

・連携事項
　①欧州における石川県産食材の販路開拓に関す
ること
　②石川県におけるスローフードを活かした地域振
興に
　　関すること
　③石川県内の民間企業とスローフードインターナ
ショナ

石川県
石川県とミラノ国立大学との交流
に関する合意

イタリア/ミラノ国立大学 教育
日本語・日本文化研修センターが実施する研修プ
ログラムへの研修生の受入
[2004年9月2日締結]

石川県
石川県とマンスフィールド太平洋
問題研究所との交流に関する合
意

米国/マンスフィールド太平洋問
題研究所

教育
日本語・日本文化研修センターが実施する研修プ
ログラムへの研修生の受入
[2000年4月26日締結]

石川県
石川県とプリンストン大学との交
流に関する合意

米国/プリンストン大学 教育
日本語・日本文化研修センターが実施する研修プ
ログラムへの研修生の受入
[2000年4月28日締結]

福井県
福井県とブータン王立研究所と
の相互協力に関する覚書

王立ブータン研究所 文化 2012年3月16日
http://www.pref.fukui.lg.jp
/doc/seiki/index.html

長野県諏訪市 相互交流促進都市協定 中国/遼寧省大連市金州新区
観光・産業・文化・
教育・スポーツ・
人材など

相互の交流の促進を図るため、様々な分野におけ
る交流と協力を行い、相互の繁栄と発展を促進す
る。
［2012年5月24日締結］

http://www.city.suwa.lg.jp
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姉妹友好都市以外の提携リスト
平成28年9月現在（地方自治体からの提供）

自治体名 協定名
協定締結先（国・地域名/都市

名）
分野 概要（骨子、締結年等） URL

岐阜県
岐阜県とウジュダ・アンガッド府
の友好交流に関する覚書

モロッコ/ウジュダ・アンガッド府 観光分野等

１．合意事項
（１）岐阜県とウジュダ・アンガッド府は、今後、相互
理解を深め、双方の地域の発展を図るため、相互
に協力・支援する。
（２）岐阜県とウジュダ・アンガッド府は、相互に両
県・府関係者による訪問を通じて、交流、相互理解
を深める。
（３）岐阜県とウジュダ・アンガッド府は、相互の関係
施設等を利用して、観光情報等の提供、広報活動
を推進する。
（４）岐阜県とウジュダ・アンガッド府は、行政上、特
に都市管理・都市計画、及び公共工事の経験を共
有すると共に、建築、公園、ＩＴ工学などの技術交流
を通じた人材の育成を相互に支援する。
２．締結年
　２００７年８月２７日

無し

岐阜県
「岐阜・フランス／地域交流プロ
グラム」２ｎｄステージ

フランス（在日フランス大使館）

観光・食・モノ、自
治体交流、産業・
大学研究、教育
文化・若者交流

１．合意事項
（１）観光・食・モノ分野
　お互いに観光・食・モノのPRを推進
①フランスでの岐阜県のPR
②パリでの岐阜県アンテナショップの展開
③岐阜県でのフランスのPR

（２）自治体交流分野
　岐阜とフランスの自治体交流の推進
①日仏自治体交流会議への参加
②新しい姉妹都市提携の実現

（３）産業・大学研究分野
　航空宇宙産業に焦点を当てた産業交流と研究交
流の推進
①航空宇宙産業における産業交流支援
②研究・技術分野における交流推進
③フランス企業の岐阜県への進出支援

（４）教育文化・若者交流分野
　文化・教育交流の推進と２０２０年東京オリンピッ
クを見据えたスポーツ交流
①フランスの大学と岐阜県の大学との交流や言語
文化の交流の推進
②県立高校との姉妹校提携に向けた交流
③スポーツによる交流

２．合意年月日
　２０１３年１１月２９日
　（当初プログラム：２００７年７月２７日）

無し

岐阜県
岐阜県とバーデン=ヴュルテンベ
ルク州とのエネルギー及び森林・
林業に関する覚書

ドイツ/バーデン＝ヴュルテンベ
ルク州

エネルギー、森
林・林業

１．合意事項
（１）エネルギー分野
　再生可能エネルギー・省エネルギーの普及促進
に向けた交流・協力関係を深化・拡大する。
①再生可能エネルギーや省エネルギーの普及促進
のための各種取組に関する情報交換
②教育研究機関の間における教育・学術交流の促
進

（２）森林・林業分野
　相互の森林環境の保全及び林業の振興に向けた
交流・協力関係を深化・拡大する。
①森林・林業分野における各種取組に関する情報
交換
②指導者、研修生の派遣・受入等の人的交流
③教育研究機関の間における教育・学術交流の促
進

２．締結年
　２０１３年５月２２日

無し
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自治体名 協定名
協定締結先（国・地域名/都市

名）
分野 概要（骨子、締結年等） URL

岐阜県

岐阜県（日本）とオ＝ラン県 （フラ
ンス）との経済・観光に関する協
力覚書

フランス/オ＝ラン県
経済、観光、自治
体交流等

１．合意事項
（１）経済分野
　経済、特に研究・産業分野の発展のための交流と
各種施策の促進
①航空産業分野における両県の交流の促進
②大学等研究機関の交流の促進
③自動車産業分野における両県の交流の促進
④両県の優れた伝統工芸品の交流の促進

（２）観光分野
　観光と特産品の相互のプロモーション活動の推進
①オ＝ラン県での岐阜県、岐阜県でのオ＝ラン県
の観光ＰＲの推進
②オ=ラン県で開催される国際観光展への岐阜県
の参加、岐阜県で開催される国際交流イベント等へ
のオ＝ラン県の参加
③アルザスワイン街道と飛騨地酒ツーリズム協議
会との友好提携の促進
④両県の優れた食のＰＲの推進

（３）自治体交流分野
　両県内の自治体による友好交流の促進

２．締結年
　２０１４年１１月７日

無し

岐阜県
岐阜県とゲアン省人民委員会と
の友好協力に関する覚書

ベトナム/ゲアン省
観光、農業、投
資、教育（訓練）、
文化・スポーツ

１．合意事項
（１）観光
　観光と特産品の相互プロモーション活動を連
携して推進する
（２）農業
　農業分野での連携、交流を推進する
（３）投資
　投資分野でのビジネス交流を促進する
（４）教育（訓練）
　産業人材、学術人材の交流を促進する
（５）文化・スポーツ
　文化交流・スポーツ交流を推進する

２．締結年
　　２０１５年１１月１３日

無し

愛知県
愛知県とベトナム社会主義共和
国計画投資省との経済交流に関
する覚書

ベトナム政府計画投資省 経済交流
進出企業支援や人材交流を進めることを合意。
[2008年3月締結]

http://www.pref.aichi.jp/0
000021969.html

愛知県

日本国愛知県と中華人民共和国
江蘇省の双方経済分野における
友好交流を更に強化することに
関する合意書

中国/江蘇省 経済交流
進出企業支援、知的財産保護、環境協力などの分
野で経済交流を進めることを合意。　[2008年10月
締結]

http://www.pref.aichi.jp/0
000021969.html

愛知県
日本国愛知県とタイ王国バンコク
都との相互協力に関する覚書

タイ王国/バンコク都 相互協力
民間交流の一層の促進と両地域の関係強化を合
意。
[2012年7月締結]

http://www.pref.aichi.jp/soshiki
/kokusai/bankoku.html

愛知県
愛知県と広東省との友好交流と
協力関係を発展させることに係る

覚書
中国/広東省 相互協力

友好交流及び協力関係を発展させることについて
合意。
［2013年11月合意］

http://www.pref.aichi.jp/soshiki
/kokusai/kanton.html

愛知県
愛知県とタイ工業省との経済連
携に関する覚書

タイ工業省 経済交流

愛知県とタイの中小企業を共同でサポートするこ
と、情報交換や意見交換を行い、経済分野におけ
る緊密な関係を確立するための諸活動を行うことに
合意。[2014年9月締結]

http://www.pref.aichi.jp/0
000076108.html

愛知県
愛知県と京畿道との友好交流及

び相互協力に関する覚書
韓国/京畿道 相互協力

緊密な友好関係の構築
経済、観光、文化、人材育成などの分野における連
携・協力の推進
[2015年11月合意]

http://www.pref.aichi.jp/soshiki
/kokusai/kyongido.html
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協定締結先（国・地域名/都市
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分野 概要（骨子、締結年等） URL

愛知県
愛知県とテキサス州との友好交
流及び相互協力に関する覚書

アメリカ/テキサス州 相互協力

緊密な友好関係の構築
経済、観光、文化、人材育成などの分野における連
携・協力の推進
[2016年4月合意]

http://www.pref.aichi.jp/soshiki
/kokusai/texas.html

愛知県
愛知県とホーチミン市との友好交
流及び相互協力に関する覚書

ベトナム/ホーチミン市 相互協力

緊密な友好関係の構築
経済、観光、文化、人材育成などの分野における連
携・協力の推進
[2016年9月合意]

愛知県
日本国愛知県とアメリカ合衆国
ワシントン州との友好交流及び

相互協力に関する覚書
アメリカ/ワシントン州 相互協力

緊密な友好関係の構築
経済、観光、文化、人材育成などの分野における連
携・協力の推進
航空宇宙産業を含む幅広い分野における民間交流
の促進
[2016年10月合意]

名古屋市

日本国名古屋市博物館とオース
トリア国ウイーン市歴史博物館
（現在はウイーン博物館に改名）
の友好提携

オーストリア/ウイーン
ウイーン博物館

博物館
展観事業・学術研究の成果の交流、両博物館の友
好親善等　[2000年1月27日提携]

名古屋市
名古屋市美術館とランス美術館
の友好提携に関する覚書

フランス/ランス
ランス美術館

美術館
将来の友好提携を見据え、所蔵品の相互貸し出
し、人材の交流、学術研究成果の共有などを積極
的に行う。　[2013年10月30日締結]

名古屋市 姉妹都市動物園提携
オーストラリア/ニューサウスウェ
ルズ
タロンガ動物園

職員交流、動物
交流

両園の職員交流及び動物交流を通して、互いの充
実発展に努める。　[1996年9月締結]

名古屋市
ユネスコ・クリエイティブ・シティ
ズ・ネットワーク

ネットワーク加盟都市（海外はド
イツ/ベルリン他41都市）

デザイン

文化の多様性の保護を重視しているユネスコが、
創造的・文化的な産業の育成、強化によって都市
の活性化を目指す世界の各都市に対し、国際的な
連携・相互交流を支援するもの。本市は2008年10
月に加盟認定された。

http://www.creative-
nagoya.jp/

名古屋市 名古屋-ジロング湿地提携 オーストラリア/ジロング市 環境
湿地の保全と活用に向けた情報交流事業、人的交
流事業の推進　[2007年5月22日締結]

http://www.city.nagoya.jp
/kankyo/page/000003669
9.html

名古屋市
イクレイ(ICLEI)－持続可能性を
めざす自治体協議会

世界85ヵ国、1,000以上の自治体
（2014年4月現在）

環境
持続可能な開発を公約した自治体で構成された国
際的な組織

http://archive.iclei.org/in
dex.php?id=jp_homepage

名古屋市 姉妹都市動物園提携
メキシコ/メキシコ市、チャプルテ
ペック動物園

飼育技術交流、
動物交流

両園の飼育技術交流及び動物交流を通して、互い
の充実発展に努める。　[2012年8月締結]

滋賀県
滋賀県と台南市の経済・産業分
野等の交流に関する覚書

台湾/台南市 経済、産業等
水環境ビジネスなど環境保全分野をはじめとするさ
まざまな産業・経済分野の交流の推進に協力を
行っていくための覚書[2013年12月19日]

長崎県
長崎県教育委員会と釜慶大学校
との教育交流に関する協議書

韓国/釜山市 教育
・2014年5月12日締結
・長期留学（長崎県立高等学校卒業生の留学）
・講師派遣（対馬高校へ韓国語講師の派遣）

長崎県
長崎県教育委員会と上海外国語
大学との教育交流に関する協議
書

中国/上海市 教育
・2014年8月5日締結
・短期留学（３週間、３０名程度の研修）
・長期留学（長崎県立高等学校卒業生の留学）
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分野 概要（骨子、締結年等） URL

長崎県
長崎県教育委員会と釜山外国語
大学校との教育交流に関する協
議書

韓国/釜山市 教育
・2010年2月9日締結
・短期留学（2週間、30名程度の研修）
・長期留学（長崎県立高等学校卒業生の留学）

長崎県
長崎県教育委員会と中華人民共
和国国家外国専家局との派遣教
師に関する協議書

中国 教育
・2013年4月1日締結
・日本語教師の中国派遣

長崎県
長崎県ミュージアム振興財団（日
本）と国立プラド美術館（スペイ
ン）の友好促進に関する覚書

スペイン/国立プラド美術館 文化

・2004年11月5日締結
・芸術作品の研究及び修復、保存、教育、新技術の
導入の分野に関する専門家の交流についての協力
関係

長崎県
長崎県（日本)とライデン国立民
族学博物館（オランダ）の交流促
進に関する協定書

オランダ/ライデン国立民族学博
物館

文化

・2005年10月締結
・資料の相互利用
・研究成果の相互利用
・人的交流　など

長崎県
日本国長崎歴史文化博物館と中
華人民共和国福建博物院の友
好館締結に関する協定書

中国/福建博物院 文化

2010年11月15日締結
・資料の相互利用
・研究成果の相互利用
・人的交流　など

長崎県
長崎県美術館と釜山市立美術館
の交流に関する協定書

韓国/釜山市立美術館 文化

・2011年8月21日締結
・芸術作品の研究、保存、修復、展示、教育、館運
営及び新技術の導入の分野に関する交流について
の協力関係

長崎県
日本国長崎県と中華人民共和国
福建省との間の長崎福建経済交
流促進会議の設置に関する覚書

中国/福建省 経済

経済交流に関する基本的事項について協議を行う
とともに、産業振興及び生産技術の交流等に関す
る情報の提供、意見の交換を行うことを目的として
1988年5月11日に締結された。第1回会議を1988年
5月13日長崎市にて開催して以降、長崎市と福建省
で相互開催し、これまで22回開催した。

長崎県
長崎県・上海市友好交流項目協
議書

中国/上海市
経済、人的、教育
等

・2014年8月4日締結
・1996年10月に締結した「長崎県と上海市の友好交
流関係の樹立に関する協議書」に基づき、毎年新し
友好交流項目を協議・決定

長崎県
長崎県・湖北省友好交流項目協
議書

中国/湖北省
文化、教育、観
光、経済等

・2014年8月5日締結
・文化、教育、観光、経済等、各分野の広範な相互
交流を通じて、双方の発展と繁栄に寄与するよう努
める。

長崎県

長崎県水産部と福建省海洋与漁
業局※との漁業協力に関する交
流協議書

※現在は「海洋与漁業庁」

中国/福建省 水産

昭和60年5月21日に、「長崎県水産試験場と福建省
水産研究所との科学技術協力に関する協議書」を
調印し、交流が始まった。
平成１４年7月に、交流範囲を水産科学技術交流か
ら水産業全般に拡大し、「長崎県水産部と福建省海
洋与漁業局との漁業協力に関する交流協議書」の
調印を行い、漁業に関する交流協力関係の樹立、
友好発展を促進するため、漁業代表団や民間の水
産関係者の相互派遣等による交流を行っている。

長崎県
長崎県水産部と浙江省海洋与漁
業局との漁業協力に関する交流
協議書

中国/浙江省 水産

平成12年4月に浙江省副省長が来県した際、知事
へ「水産交流を通じて友好関係を拡大していきた
い」との提案があり、同年11月に協議書を締結し、
漁業に関する交流協力関係の樹立、友好発展を促
進するため、漁業代表団や民間の水産関係者の相
互派遣等による交流を行っている。

長崎県
第７次農林科学技術交流覚書

中国/福建省 科学技術（農林）

1986年、長崎県農林部研究機関（現農林技術開発
センター）と福建省農業科学院並びに林業科学研
究院とが科学技術協力協議書締結。1988年から、
協議書に基づく覚書を4年ごと更新。
各種農林業分野での技術交流を図るため、相互に
研究調査団を派遣している。
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長崎県
長崎県と福建省の環境技術交流
に関する協定書

中国/福建省 科学技術（環境）

2011年9月、長崎県環境部と福建省環境保護庁
は、環境交流を進め交流事業を行なうため協定書
を締結。2012年から、毎年、協定書に基づく備忘録
を作成し、両県省の環境分野での課題解決を図る
ため、相互に技術系職員を派遣・受入を実施してい
る。

長崎県

中華人民共和国辛亥革命武昌
起義記念館、辛亥革命博物館、
武漢市中山艦博物館と日本国長
崎歴史文化博物館の友好交流
協定書

中国/湖北省３館
（武昌起義記念館、辛亥革命博
物館、武漢市中山艦博物館）

文化

・2013年3月22日締結
・資料の相互利用
・研究成果の相互利用
・人的交流　など

長崎県
長崎歴史文化博物館・釜山博物
館の友好交流協定書

韓国/釜山博物館 文化

・2014年3月25日締結
・資料の相互利用
・研究成果の相互利用
・人的交流　など
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