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三重県

アヌシー広域行政体、アルブイン
ダストリー・オート・サヴォア・モン
ブラン・クラスター、テザムと三重
県、津市、四日市市、財団法人
三重県産業支援センターの協力
に関する協定

フランス/フランス国民会議、アヌ
シー広域行政体

経済 分野

技術交流とビジネス交流の機会創出、メカトロニク
スの技術を活用した製品の高度化・高付加価値化
に関する研究についての連携など、双方の地域産
業を強化する相互協力に関する協定。［2009年11
月16日締結］

三重県
フラウンホーファー研究機構、三
重大学、三重県間の相互協力に
関する協定

ドイツ/フラウンホーファー研究機
構

経済 分野
欧州最大の応用研究機関であるフラウンホー
ファー研究機構との学術・産業協力に関する協定。
［2012年1月9日締結］

三重県
三重県と台日産業連携推進オ
フィスとの産業連携に関する覚
書

台湾/台日産業連携推進オフィス 経済 分野

産業連携プランの検討・策定、三重県企業と台湾企
業とのビジネスマッチングの促進など、双方の企業
の産業連携の推進に関する覚書。［2012年7月13日
締結］

三重県

三重県、津市、四日市市、三重
大学、公益財団法人三重県産業
支援センター、CSEM間の相互協
力に関する協定

スイス/ＣＳＥＭ社 経済 分野

三重県内中小企業等の技術開発や市場展開への
支援、環境エネルギー技術等に係る戦略立案やプ
ロジェクト構築等についての、6者間の互恵的協力
関係構築に関する協定（2009年からの協力協定を
リニューアル）。［2013年1月23日締結］

三重県
三重県と新北市との観光につい
ての交流・協力に関する協定書

台湾/新北市 観光 分野

互いの観光サイドで観光資源や情報を共有・発信、
双方の祭りやイベントでの協力、相互に観光客を送
り出すなど観光交流に関する協定。［2013年10月21
日締結］

三重県
三重県とタイ投資委員会との産
業連携に関する覚書

タイ/タイ投資委員会 経済 分野

ビジネスマッチング等の共同事業を通じた、三重県
企業及びタイ企業のタイでの国際的な事業拡大へ
の支援など、企業連携及びタイへの投資促進を協
力して行うことなどとする覚書。［2013年11月7日締
結］

三重県
三重県、ワシントン州間の相互協
力に関する覚書

米国/ワシントン州 経済 分野

航空宇宙、ライフサイエンスについて重点分野と
し、産業技術の高度化や貿易の拡大を目的とする、
相互の経済発展に資する互恵的かつ戦略的な協
力関係の構築に関する覚書。［2014年8月25日締
結］

三重県
三重県とサンアントニオ市との産
業分野における交流・連携に関
する基本合意書

米国/テキサス州サンアントニオ
市、ベア郡

経済 分野

主に航空宇宙／航空機、医療産業／ライフサイエ
ンス、自動車等の産業分野についての交流・連携を
推進することを確認し、具体的な相互協力に関する
覚書の締結に向けた検討を進めることに合意。
［2014年8月27日締結］

三重県
貿易投資分野における三重県庁
とカルナタカ州政府による覚書

インド/カルナタカ州 経済 分野

産業分野における技術の高度化や貿易、投資の促
進を目的とした、経済発展に資する互恵的な連携
協力関係の構築に関する覚書。［2014年9月9日締
結］

三重県
三重県、ヴァルドワーズ県間の
相互協力に関する覚書

フランス/ヴァルドワーズ県 経済

両県が戦略産業として位置付ける航空宇宙分野を
重点分野として、相互の技術の高度化やビジネス
の拡大に資する取組を促進するための覚書[2015
年7月3日締結]

三重県
看護学生、看護職員及び看護教
員の研修受入に係る協定

イギリス/バーミンガム大学病院
NHS財団

看護

看護分野において国際的な視野を持って活躍でき
る看護職員のリーダー育成を図ることを目的とし
た、県内の看護学生、看護職員及び看護教員の研
修受け入れに関する協定[2015年7月6日締結]

三重県
看護学生、看護職員及び看護教
員の研修受入に係る覚書

イギリス/ロイヤルフリーホスピタ
ル

看護

看護分野において国際的な視野を持って活躍でき
る看護職員のリーダー育成を図ることを目的とし
た、県内の看護学生、看護職員及び看護教員の研
修受け入れに関する覚書[2015年7月7日締結]

三重県
タイ王国工業省産業振興局と日
本国三重県との間の連携に関す
る覚書

タイ/工業省産業振興局 経済
タイと三重県の中小企業の産業連携促進における
相互協力に関する覚書[2015年11月19日締結]
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三重県
高雄市と三重県の国際交流促進
覚書

台湾/高雄市 経済、観光、教育
産業面、観光面での交流・連携の促進、次世代の
人材育成、相互の経済発展を図ることを目的とする
覚書[2016年1月22日締結]

三重県
ゴルフツーリズムの地域間連携
の促進にかかる覚書

タイ・パタヤ市/東海岸ゴルフコー
ス協会（EGA）

観光

東海岸ゴルフコース協会（EGA）と三重県やみえゴ
ルフツーリズム推進協会が定期的な相互訪問や交
流イベントの実施等を通じて、相互のゴルフツーリ
ズムの発展に協力して取り組むこととする覚書。
［2016年2月2日締結］

三重県
香港貿易発展局と三重県の相互
協力に関する覚書

香港/香港貿易発展局 経済

香港において良質な日本産品への需要増加に加
え、環境の改善を目的としたビジネスへの期待が高
まっていることから、相互の交流促進を図り、香港
への県産品の販路開拓・拡大ならびに県内企業の
海外進出支援に取り組むこととする覚書[2016年7
月4日締結]

京都府 中国/北京市 観光、学術 [2005年11月2日、2005年11月4日]

京都府
日本国京都府と中華人民共和国
大連市との経済交流等の推進に
関する覚書

中国/大連市 貿易 [2006年11月16日、2011年7月12日]

京都府
京都府・トスカーナ州経済・環境
交流提携等に関する協定

イタリア/トスカーナ 経済、環境 [2006年11月2日]

京都府 京都府・ケベック州との交流提携 カナダ/ケベック州 森林保全 ［2012年6月12日］

京都府
日本国京都府と大韓民国財団法
人大徳研究開発特区支援本部と
の交流宣言

韓国/大徳
研究開発特区支援部

学術研究 [2009年9月17日]

京都府

京都府とラングドック＝ルシヨン
地域圏の間における親善交流と
協力関係を築いていくための宣
言

フランス/ラングドック・ルシヨン州 [2011年10月21日]

京都府
日本国京都府と中華人民共和国
大連生態科技創新城 エコシティ
交流に関する覚書

中国/大連生態科技創新城管理
委員会

学術研究 [2011年11月28日]

京都府
日本国京都府及び日本国舞鶴
市と大韓民国浦項市との経済交
流等の推進に関する協定書

韓国/浦項市 港湾振興 [2011年7月26日]

京都府
日本国京都府とロシア連邦沿海
地方ナホトカ市との経済交流等
の推進に関する覚書

ロシア/沿海地方ナホトカ市 港湾振興 [2011年7月]

京都府
日本国京都府とバス・ノルマン
ディ州の間との経済交流提携に
関する協定書

フランス/バス・ノルマンディ州 経済交流 [2011年10月18日、2012年8月20日]
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京都府
留学生等人材交流促進に関する
覚書

ベトナム/ベトナム国家大学ハノ
イ

留学 [2012年4月9日]

京都府

日本国京都府とベトナム社会主
義共和国トゥア・ティエン・フエ省
の間における親善交流と協力関
係を築いていくための覚書

ベトナム/フエ省 [2013年11月22日、2014年3月19日]

京都市 パートナーシティ 韓国/晋州市 学術，教育 [1999年4月27日]
http://www.city.kyoto.lg.jp
/sogo/page/0000073198.
html

京都市 パートナーシティ トルコ/コンヤ市 文化，芸術 [2009年12月12日]
http://www.city.kyoto.lg.jp
/sogo/page/0000073198.
html

京都市 パートナーシティ 中国/青島市
経済，環境，文
化，スポーツ，教
育等

[2012年8月26日]
http://www.city.kyoto.lg.jp
/sogo/page/0000073198.
html

京都市 パートナーシティ ベトナム/フエ市
学術，教育，福祉
分野

[2013年2月20日]
http://www.city.kyoto.lg.jp
/sogo/page/0000073198.
html

京都市 パートナーシティ トルコ/イスタンブール市
学術研究・教育分
野

[2013年6月14日]
http://www.city.kyoto.lg.jp
/sogo/page/0000073198.
html

京都市 パートナーシティ ラオス/ビエンチャン特別市 学術研究分野 [2015年11月3日]
http://www.city.kyoto.lg.jp
/sogo/page/0000073198.
html

京都市 蘇州市との観光交流 中国/蘇州市
観光交流（教育，
青少年交流）

[2006年4月22日]

京都市 京都市　パリ市　共同宣言 フランス/パリ 経済，産業交流 [2014年1月23日]

http://www.city.kyoto.lg.jp
/sankan/cmsfiles/conten
ts/0000198/198207/bess
hi.pdf

大阪府 産業・技術協力
ドイツ連邦共和国　ニーダーザク
セン州

産業・技術 1989.7.18

大阪府 産業・貿易・投資 ベトナム　ホーチミン市 産業・貿易・投資 1995.6.13

大阪府 貿易・投資・観光等経済交流
オーストラリア　クィーンズランド
州

貿易・投資・観光 1998.8.21
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大阪府 IT産業発展 釜山 IT産業 2003.9.4

大阪府 経済貿易協力 中国　大連市 経済貿易 2006.11.17

大阪府 経済交流促進 中国　上海市 経済 2006.12.28

大阪府 　経済交流促進 中国　上海市 　経済 2007.12.28

大阪府 経済・貿易 中国　陝西省 経済・貿易 2008.5.23

大阪府
経済貿易、科学技術、青少年交
流、省エネ・環境保護、観光等

中国　天津市

経済貿易、科学
技術、青少年交
流、省エネ・環境
保護、観光

2008.11.20

大阪府
省エネ、新エネルギー、環境配慮
型技術

インドネシア　東ジャワ州
省エネ、新エネル
ギー、環境配慮型
技術

2014.2.19

大阪府
大阪中小企業のPEZA（フィリピン
経済区）への投資拡大

フィリピン　PEZA 経済 2016.1.12

大阪府
大阪中小企業のFPIP（ファースト
フィリピン工業団地）への投資拡
大

フィリピン 経済 2016.1.13

大阪府 クリーンテクノロジー産業 カナダ　BC州
クリーンテクノロ
ジー産業

2016.9.16

大阪市
大阪市とブエノスアイレス市との
間における友好協力協定

アルゼンチン/ブエノスアイレス
市

文化・スポーツ・
環境

両市がともに関心を持つ分野において、相互理解
を深め、協力する。
締結年：1998年

http://www.city.osaka.lg.j
p/keizaisenryaku/page/0
000017657.html

大阪市
大阪市とブダペスト市による友好
と協力についての合意書

ハンガリー/ブダペスト
文化・スポーツ・
都市環境

両市がともに関心を持つ分野において、情報を交
換し、共通する課題に対して協力して取り組む。
締結年：1998年

http://www.city.osaka.lg.j
p/keizaisenryaku/page/0
000017658.html

大阪市
大阪市と釜山広域市との友好協
力都市に関する覚書

韓国/釜山広域市 経済・観光・環境

これまで着実に築き上げてきた両市の信頼関係を
一層強化し、都市間レベルの交流を充実させるた
め、互いに関心がある分野について、共同して取り
組む。
締結年：2008年

http://www.city.osaka.lg.j
p/keizaisenryaku/page/0
000017659.html
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大阪市 ビジネスパートナー都市提携

中国/香港、シンガポール、タイ/
バンコク、マレーシア/クアラルン
プール、フィリピン/マニラ、インド
ネシア/ジャカルタ、韓国/ソウ
ル、中国/上海、ベトナム/ホーチ
ミン・シティ、インド/ムンバイ、
オーストラリア/メルボルン、中国
/天津、ニュージーランド/オーク
ランド

経済

アジア太平洋地域における経済ネットワークを構築
するため、大阪市が1988年に始めた都市提携で、
自治体のリーダーシップの下、民間レベルでの国際
経済交流を促進する。この経済ネットワークを活用
して、大阪の中小企業の国際化や活性化を図り、
BPC提携都市間の経済交流を通じた相互発展をめ
ざしている。

http://www.city.osaka.lg.j
p/keizaisenryaku/page/0
000040993.html

堺市
相互交流を促進するための確認
書

ベトナム/ダナン市 経済

経済交流をより一層促進することにより、両市間に
おける友好と協力連携を深めながら相互に発展し
ていくため、経済分野に加えて、文化、観光、学術
などの分野について、今後、更なる機会の創出に
努めるとともに、それぞれの企業間の活動を支援
し、その協力関係の構築を促進する。[2009年2月
20日締結]

堺市
ベトナム社会主義共和国クアン
ニン省日本国堺市間の覚書

ベトナム/クアンニン省 環境
環境分野のほか、文化、観光、経済、学術、人材育
成などの分野について交流をはかるという覚書を締
結。[2014年4月16日締結]

神戸市 親善協力都市 米国/フィラデルフィア市 経済、教育 [1986年10月17日]
http://www.city.kobe.lg.jp
/culture/international/sis
ter/index.html

神戸市 親善協力都市 韓国/大邱広域市 医療、デザイン [2010年7月23日]
http://www.city.kobe.lg.jp
/culture/international/sis
ter/index.html

神戸市 観光交流協定 イタリア/テルニ市 観光 [2006年2月14日]

神戸市 「相互交流促進に関する覚書」 ベトナム/ハイフォン市 港湾・経済 [2013年12月19日]

和歌山県
インド共和国マハラシュトラ州と
日本国和歌山県の相互協力に
関する覚書

インド/マハラシュトラ州 経済、観光 2013年10月9日

和歌山県 経済交流の発展に関する覚書 香港（香港貿易発展局） 経済 2013年7月5日

和歌山県 台湾との産業連携に関する覚書
台湾（台日産業連携推進オフィ
ス）

経済 2014年2月27日

和歌山県 姉妹道提携協定書 スペイン/ガリシア州 観光 1998年10月9日

和歌山県
農水産業分野における相互協力
に関する覚書

ベトナム社会主義共和国（農業
農村開発省）

経済、農業 2015年3月11日
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和歌山県 輸出振興活動に関する共同声明
インドネシア共和国(商業省輸出
開発局)

経済、観光 2016年4月16日
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