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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
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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

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
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

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]
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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]

茨城県行方市
観光行政にかかわるインターン
シップ（就業体験）協定書

韓国/亜州大学 観光
亜州大生が行方市の観光行政の実務を研修。
[2008年6月締結]

茨城県
ベトナムの地方自治体と茨城県
の農業における協力関係強化に
関する覚書

ベトナム/農業農村開発省 経済交流 農業分野の協力関係を促進［2014年3月16日締結］

栃木県日光市 観光友好都市盟約 台湾/台南市 観光
観光分野に特化した交流を図る。
[2009年1月16日締結]

http://www.city.nikko.lg.jp
/hisho/profile/shimaitoshi
/index.html

栃木県日光市 観光友好都市盟約 韓国/慶州市 観光
観光分野に特化した交流を図る。
[2009年11月11日締結]

http://www.city.nikko.lg.jp
/hisho/profile/shimaitoshi
/index.html

埼玉県
ベトナム計画投資省と日本国埼
玉県との経済交流に関する覚書 ベトナム／計画投資省 経済

経済分野における交流促進のため締結
[2012年8月21日締結]

埼玉県
日本国埼玉県とタイ王国工業省
との相互協力に関する覚書

タイ／工業省 経済
経済分野における交流促進のため締結
[2013年8月22日締結]

埼玉県
日本国埼玉県とベトナムハノイ市
との相互協力に関する覚書

ベトナム／ハノイ市 経済等
経済分野等における交流促進のため締結
[2014年１月17日締結]
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さいたま市

日本国さいたま市とラオス人民
民主共和国ビエンチャン特別市
における水道分野の強化に向け
た協力に関する覚書

ラオス/ビエンチャン特別市 行政
水道分野の強化に向けた協力のため締結
[2011年12月26日締結]

http://www.city.saitama.jp
/www/genre/1188294705
998/1238140492655/inde
x.html

さいたま市
日本国さいたま市と大韓民国
水原市との友好交流に関する
覚書

大韓民国/水原市 スポーツ
主にスポーツ分野の市民交流促進のため締結
[2015年5月29日締結]

神奈川県・山梨
県・静岡県

三県と上海市との相互交流並び
に協力促進に関する覚書

中国/上海市

行政、経済、環境
保全、観光、教
育、青少年、文化
等

富士箱根伊豆地域との観光振興、青少年交流の促
進
[2008年4月24日締結]

神奈川県
神奈川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 経済 ［2014年7月25日締結］

神奈川県
日本国神奈川県とインドタミル・
ナドゥ州の間における経済交流
の促進に係る覚書

インド/タミル・ナドゥ州 経済 ［2014年11月13日締結］

神奈川県
日本国神奈川県とベトナム社会
主義共和国フンイエン省人民委
員会との経済交流に関する覚書

ベトナム/フンイエン省 経済 ［2015年9月18日締結］

神奈川県

シェムリアップ州の低炭素観光
都市づくりに向けた神奈川県と
シェムリアップ州の協力に関する
覚書

カンボジア/シェムリアップ州 エネルギー [2015年11月5日締結]

神奈川県

シンガポール科学技術研究庁、
シンガポール国立大学及びシン
ガポール国立大学保健機構との
ライフサイエンス等における連携
協力に関する覚書

シンガポール/シンガポール科学
技術研究庁、シンガポール国立
大学及びシンガポール国立大学
保健機構

ライフサイエンス [2016年6月30日締結]

横浜市 「横浜・北京　都市間交流覚書」 中国/北京市
経済、観光、ス
ポーツ、文化等

[2006年5月17日提携]
http://www.city.yokoham
a.lg.jp/kokusai/exchange/

横浜市
横浜・台北両市長間で「都市間
パートナーシップ確認書」を交換

台湾/台北市
文化、観光、教
育、スポーツ等

[2006年5月22日提携]
http://www.city.yokoham
a.lg.jp/kokusai/exchange/

横浜市
「横浜・釜山羽田国際化推進
パートナー都市協定」

韓国/釜山広域市 羽田再国際化 [2006年6月26日提携]
http://www.city.yokoham
a.lg.jp/kokusai/exchange/

横浜市
「横浜市・仁川広域市パートナー
都市協定書」

韓国/仁川広域市

観光、都市づく
り、環境、中区同
志の交流、シティ
ネットでの協力

[2009年12月23日締結]
http://www.city.yokoham
a.lg.jp/kokusai/exchange/

横浜市
「横浜市とホーチミン市との間で
取り交わす経済交流に関する覚
書」

ベトナム/ホーチミン市 経済 [2007年10月23日提携]
http://www.city.yokoham
a.lg.jp/kokusai/exchange/
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横浜市
「ベトナム社会主義共和国ハノイ
市と日本国横浜市との協力・友
好関係に関する覚書」

ベトナム/ハノイ市

経済、都市問題、
文化・芸術、ス
ポーツ、羽田再国
際化

[2007年11月16日提携]
http://www.city.yokoham
a.lg.jp/kokusai/exchange/

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］

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

山梨県
日本国山梨県と中国北京市との
観光交流に関する覚書

中国/北京市 観光 [2007年7月27日締結]

山梨県
日本国山梨県観光部と中国四川
省成都市旅遊局との観光交流協
力に関する覚書

中国/成都市 観光、教育
観光情報の発信、温泉資源を活用した観光開発及
び教育旅行の促進における相互協力。
〔2012年9月4日締結〕

山梨県
日本国山梨県とタイ王国工業省
とのパートナーシップに関する協
力覚書

タイ王国工業省 経済

中小企業の連携促進に向けた覚書（投資セミナー
や展示会、商談会等経済交流を行う際の協力、災
害発生時のバックアップ生産体制の確立に向けた
協力、経済訪問団の派遣を通じた交流プログラム
の実施、それぞれの企業等が相手方への投資（拡
大）ができるような配慮　等）［2013年10月14締結］

山梨県

日本国山梨県・インドネシア共和
国ジョグジャカルタ特別州友好協
力に係る覚書

インドネシア/ジョグジャカルタ特
別州

文化、農業、教
育、観光

文化、農業、教育、観光等の分野において効果的
かつ相互に有益な協力を促進し、友好協力関係を
確立する。［2016年11月24締結］

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

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
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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

静岡県
静岡県-済州道の交流増進のた
めの実務合意書

韓国/済州道
青少年、文化・芸
術

青少年交流（サッカー大会、歴史・文化相互理解）、
文化・芸術
［2008年11月15日締結］

静岡県
青少年の相互交流推進に関する
協定

台湾/高雄市、台北縣、高雄縣、
嘉義市

青少年
教育・スポーツ・文化等の幅広い分野における青少
年の相互交流
［2009年9月3日締結］

静岡県
青少年の相互交流推進に関する
協定

台湾/台中市、彰化縣、台東縣 青少年
教育・スポーツ・文化等の幅広い分野における青少
年の相互交流
［2011年3月14日締結］

静岡県 防災に関する相互応援協定
台湾/新北市、台北市、桃園縣、
嘉義縣、台南市、基隆市

防災
大規模災害発生時の危機管理に関する情報交換、
相互応援及び平時の協力
［2014年2月17日締結］

浜松市
浜松市・瀋陽市　友好交流都市
協定

中国/瀋陽市 観光
・2010年8月28日締結
・観光を中心とした交流の推進

http://www.city.hamamatsu.shiz
uoka.jp/kokusai/intro/sisterciti
es.html

浜松市
日本国静岡県浜松市・中華人民
共和国杭州市友好都市関係を樹
立する協議書

中国/杭州市 観光
・2012年4月6日締結
・観光を中心とした交流の推進

http://www.city.hamamatsu.shiz
uoka.jp/kokusai/intro/sisterciti
es.html

浜松市 観光交流都市協定 台湾/台北市 観光
・2013年7月31日締結
・観光を中心とした交流の推進

http://www.city.hamamatsu.shiz
uoka.jp/kokusai/intro/sisterciti
es.html

浜松市
浜松市とバンドン市の文化・環境
分野等の協力関係の構築

インドネシア/バンドン市 文化環境
・2014年12月19日締結
・文化、環境、アカデミアを中心とした交流の推進

http://www.city.hamamatsu.shiz
uoka.jp/kokusai/intro/sisterciti
es.html

浜松市
浜松市とベトナム投資省との経
済交流に関する覚書

ベトナム計画投資省 経済交流
・2014年12月15日締結
・双方の投資促進を中心とした経済交流

https://www.city.hamamatsu.shi
zuoka.jp/sangyoshinko/kaigai-
mou-top.html

浜松市
日本国浜松市とインドネシア共
和国投資調整庁との投資促進協
力に関する覚書

インドネシア投資調整庁 経済交流
・2014年12月18日締結
・双方の投資促進を中心とした経済交流

https://www.city.hamamatsu.shi
zuoka.jp/sangyoshinko/kaigai-
mou-top.html

浜松市
浜松市とタイ投資委員会との相
互協力に関する覚書

タイ投資委員会 経済交流
・2015年10月19日締結
・双方の投資促進を中心とした経済交流

https://www.city.hamamatsu.shi
zuoka.jp/sangyoshinko/kaigai-
mou-top.html

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
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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

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

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]

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

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
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
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]

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］
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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

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]

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]

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
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
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
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 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 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
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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

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]

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 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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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

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 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 「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
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

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

岡山県
岡山県とベトナム社会主義共和
国計画投資省外国投資庁との経
済交流に関する覚書

ベトナム 経済
2006年8月に双方地域の企業等による活発な投資
事業の展開を、双方が支援することとした協定を締
結

岡山県
岡山県と中華人民共和国遼寧省
大連市との経済交流に関する覚
書

中国/大連市 経済
2007年7月に岡山～大連間の定期航空路線開設を
契機に、双方の経済交流・協力を展開することとし
た協定を締結
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広島県 経済交流に関する覚書 インド/タミル・ナドゥ州 経済分野

タミル・ナドゥ州は，自動車産業，電子産業などを中
心に特に工業化が進み，経済成長著しいインドの
中でも近年日本企業の進出数が最も進んだ地域の
一つであり，県内企業にとっても大きなビジネスチャ
ンスがあると考えられることから，知事訪問を機会
に覚書締結
［平成２２年締結］

－

広島県
経済分野等の交流強化に関する
覚書

中国/四川省 経済分野

既に友好提携を結んでいる四川省は，急激に市場
が拡大しつつある内陸部西部地域の開発拠点であ
り，平成２３年６月に「中国経済交流プログラム」を
策定し，戦略的重点地域としたことを契機に，経済
分野等でのさらなる交流強化を図るため締結
［平成２３年締結］

－

広島県 教育交流に関する覚書 台湾/桃園市教育局 教育

・平成26年５月22日
・教職員の交流研修
・ 学生の交換留学，研修，共同研究
・ 教育旅行においての連携
・ スポーツ交流
・ 日本語教育と華語文（中国語）教育においての提
携

広島県 教育分野の協力に関する覚書
フィリピン/フィリピン教育省第７
地区セントラルビサヤ

教育

・平成27年11月３日
・広島県からの教育旅行や留学生派遣の際の受入
校の紹介，受入サポート
・姉妹校提携や提携後の交流促進
・教員研修・交流の促進

山口県
山口県とビンズン省との友好・協
力に関する覚書

ベトナム/ビンズン省
経済
教育
文化など

[2014年12月25日締結]

香川県
観光における友好交流及び協力
協定

中国/上海市 観光
〇観光分野における交流と協力の強化
〇両地域の観光産業の更なる発展の促進
[平成２３年締結]

香川県 香川県と桃園市との交流協定 台湾桃園市
文化芸術、観光、
音楽、教育、ス
ポーツ

1. 文化芸術、観光、音楽、教育スポーツなどをテー
マとした交流。
2. 行政関係者などによる相互訪問。
3. 経済、文化芸術など民間団体間の交流促進。
[2016年7月18日締結]

高知県
日本国高知県と大韓民国全羅南
道の観光・文化交流協定書

韓国/全羅南道 観光、文化

観光・文化分野での相互交流を行い、両県道民の
相互理解と友好関係を更に発展させるよう努力す
る
[2003年5月30日締結]

高知県
日本国高知県と大韓民国全羅南
道の産業交流協定書

韓国/全羅南道 産業

両県道の友好交流をさらに発展させるため、観光・
文化分野での交流に加え、新たに両地域の産業分
野（農林水産業・商工業等）の交流を促進し、さらな
る共同発展に努める
[2009年10月30日締結]

高知県
日本国高知県と中華人民共和国
安徽省人民政府との交流・協力
を深めるための覚書

中国/安徽省
教育、観光、農
業、林業、ジオ
パーク

両県省の友好交流・協力をさらに深めるための覚
書を締結するとともに、併せて教育、観光、農業、林
業及びジオパークの各分野においても覚書を締結
し、さらなる交流・連携の推進に努める
[2012年4月19日締結]

北九州市
タイ王国工場省工場局との協力
協定

タイ王国工業省工場局 環境

ASEAN 地域の産業拠点として、著しい経済発展を
遂げているタイ王国への市内環境関連企業のビジ
ネス参入を支援するため、タイ王国工業省工場局と
「低炭素社会づくりに向けての協力に関する覚書」
を締結。
[2011年8月31日締結]

北九州市 上下水道整備に係る協定締結 ベトナム/ハイフォン市 水道

ハイフォン市水道公社は、本市と同様の配水ブロッ
クを整備し、無収水量（漏水・盗水）の削減にあたる
ことを決定。この決定に伴い、包括協定及び実務者
協定を締結した。
[2011年10月25日提携]

北九州市
主要９都市の水道整備基本計画
策定に係る覚書締結

カンボジア鉱工業エネルギー省 水道

カンボジア鉱工業エネルギー省は、今後4年以内に
同国９都市における水道基本計画を策定することを
決定。本市は、この策定に必要となる技術コンサル
ティングを要請に基づき実施する旨の覚書を締結し
た。
[2011年12月19日提携]
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北九州市 環境姉妹都市 インドネシア/スラバヤ市 環境

1998年のアジア環境都市ネットワーク構築時から
連携を図っており、2002年には、国際協力銀行の
支援のもと廃棄物に関する調査を実施した。同調
査から廃棄物全体に対して5割を占める有機ごみに
スポットをあて、J-POWERグループ株式会社ジェイ
ペック若松環境研究所の高倉弘二氏の協力を得な
がら、市民参加型の廃棄物管理事業を展開し、廃
棄物量32％の削減などを達成、2011年3月には、両
市長による「環境に関する戦略的パートナーシップ
に関する覚書」を調印。
さらに、2012年11月、両市の発展に効果的かつ相
互利益を拡大するため、低炭素社会づくり、資源循
環の仕組みづくり、両市職員の人材育成などにつ
いての協力関係構築を目指し、環境姉妹都市の覚
書を締結した。
[2012年11月12日提携]

北九州市
U-BCF普及に向けた相互協力協
定締結

ベトナム/ハイフォン市 水道

ハイフォン市水道公社と本市上下水道局は、本市
が国内特許をもつ高度浄水処理技術である上向流
式生物接触ろ過（Ｕ-ＢＣＦ）が、ベトナム国内におい
て有効な高度浄水処理として普及し、ベトナム国民
への安全な水の供給に寄与することを目的として、
相互協力協定を締結。
[2013年5月30日提携]

北九州市
中国大気環境改善のための都
市間連携

中国/上海市、武漢市、唐山市、
天津市

環境

中国においてPM２.５をはじめとする大気汚染が深
刻化するなか、平成２５年５月、本市で「第１５回日
中韓三カ国環境大臣会合」が開催され、大気汚染
対策については、協力を通じて問題解決を図るた
め、新たに三カ国による「政策対話」を設置すること
となった。
本年３月、実務者による大気汚染に関する日中韓
三カ国「政策対話」が中国・北京市で開催され、本
市幹部職員も協議に加わり、今後の協力について
検討がなされた。
本年４月に韓国・大邱市で開催された「第１６回日
中韓三カ国環境大臣会合」の閣僚協議において、
「都市間協力を歓迎する」意向が示された。
これを受け、本市は、上海市、武漢市、唐山市、天
津市への大気環境改善の都市間連携に取り組むも
のである。
[2014年4月　日中韓三カ国環境大臣会合閣僚会
議]

北九州市
タイ王国スポーツ公社と北九州
市のスポーツ連携及び交流に関
する覚書

タイ王国スポーツ公社 スポーツ

タイ王国とは、以前より港湾分野、環境分野や水道
分野、またフィルムコミッション分野で交流があった
ことから、2020年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会に向けたキャンプ地誘致対象国と位置づけ
た。平成27年9月に市長がタイ王国スポーツ公社
（SAT）を訪れた際に、先方よりMOU締結の打診が
あり、平成28年6月SATの来北に合わせMOUを締
結した。
なお、内閣府が推進するホストタウンでは、北九州
市はタイ王国を相手国として第1次登録団体されて
いる。
〔2016年6月23日締結〕

北九州市 協力合意書
マレーシア／ジョホール州
イスカンダル地域開発庁（IRDA）

環境

2012年に日本とマレーシアが共同策定した「イスカ
ンダル地域の低炭素化社会ブループリント」実現に
むけて取組むIRDAに、本市は環境小の事業等を通
じて支援してきた。
今後更に両市のグリーン成長としない企業の海外
環境ビジネス展開の推進を目指して協力するため、
協力提携に至った。
〔2016年8月22日締結〕

福岡市
福岡市とシンガポール生産性企
画庁との経済交流促進に関する
覚書

シンガポール/
シンガポール生産性規格庁
（現・国際企画庁）

経済 [2001年締結]

福岡市
福岡市と青島市との経済交流促
進に関する覚書

中国/青島市 経済 [2003年締結]

福岡市
福岡市と大連市との経済交流促
進に関する覚書

中国/大連市 経済 [2003年締結]
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福岡市
日本福岡市と中国広州市の友好
都市関係をさらに強めるための
覚書

中国/広州市 経済 [2004年締結]

福岡市
福岡市と江蘇省との経済交流促
進に関する覚書

中国/江蘇省 経済 [2005年締結]

福岡市
福岡市と杭州市との経済交流促
進に関する覚書

中国/杭州市 経済 [2005年締結]

福岡市
福岡・釜山地域間の経済交流促
進に関する基本合意書

韓国/釜山広域市 経済 [1999年締結]

福岡市

福岡・釜山超広域経済圏の形成
及び釜山・福岡アジアゲートウェ
イ2011共同キャンペーン推進に
関する宣言

韓国/釜山広域市 経済 [1999年締結]

福岡市
福岡･釜山超広域経済圏形成に
向けた協力事業推進に関する合
意書

韓国/釜山広域市 経済 [2009年締結]

福岡市
福岡市・釜山市共同観光誘致事
業共同事業合意文

韓国/釜山広域市 経済
両都市が世界的な観光都市として発展するため、
共同して観光誘致事業を推進する
[2000年締結]

福岡市
九州経済連合会，新滬商連合会
及び福岡市の経済交流促進に
関する覚書

中国/上海市 経済 [2015年締結]

福岡市
まちづくり協力・支援に関する覚
書

ミャンマー/ヤンゴン市
まちづくり
（水道・下水・廃棄
物処理）

[2014年締結]
上水道分野をはじめ下水道，廃棄物処理等の分野
における様々な交流をさらに推進するため，まちづ
くりに関する協力及び支援関係を構築するもの

佐賀県有田町 友好団体協定書
韓国/
社団法人韓国陶磁文化協会

友好交流

・有田町と（社）韓国陶磁器文化振興協会は、1996
年8月28日、友好親善を推進するために友好団体
協定を締結。
・有田町は2006年3月1日に西有田町と合併し、新し
い「有田町」となり。一方（社）韓国陶磁器文化振興
協会は、2003年2月12日に名称を「社団法人韓国陶
磁文化協会」と改める。
・有田町と（社）韓国陶磁文化協会は、これまで築き
あげてきた友好関係を確認し、より一層交流を深め
るため、新たに協定書を作成し調印を行なう。
[調印日　2007年5月3日]

http://www.town.arita.lg.jp
/site/kokusai/d_03.html

佐賀県鹿島市
鹿島市・釜山外国語大学校官学
官学国際交流協定

韓国/釜山 教育

釜山外国語大学の教授、学生が1992年の第8回ガ
タリンピックに参加されたことをきっかけに、全国的
に珍しい「大学」と「地方公共団体」の国際交流協定
として、お互いに地域社会に溶け込む交流を続けて
いきたいという共通認識の下、2003年10月30日に
下記の内容で協定の締結をしました。
・職員、学生の研修（留学）受け入れ協力
・ガタリンピックの参加協力
・共同セミナーの開催
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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）

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
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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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

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

熊本県
日本国熊本県と中華人民共和国
広西壮族自治区
経済交流促進覚書

中国/広西壮族自治区
経済
農業
観光

熊本県と広西壮族自治区との30年に及ぶ姉妹交流
の実績を礎として、経済、観光、農業、技術研修等
の分野でより一層の相互交流・協力を推進するた
めに、2012年7月18日に締結。

熊本県
熊本県熊本市

熊本県、熊本市、高雄市
国際交流促進覚書

台湾/高雄市
経済
観光・教育
航空定期便

陳菊高雄市長が来熊した際に、国際交流促進の覚
書締結に提案があったため、経済交流の促進、観
光・教育交流の促進、熊本高雄間の定期便就航に
向けた協力を目的として、熊本県、熊本市、高雄市
の3者で、2013年9月9日に覚書を締結。

15 ページ 外務省地方連携推進室


