
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

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

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
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

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]

さいたま市
さいたま市とマインツ市間におけ
る交流促進に関する覚書

ドイツ/マインツ市 スポーツ、経済
交流促進のため締結
[2008年10月7日締結]

千葉県
日本国千葉県とドイツ連邦共和
国デュッセルドルフ市の共同声
明書

ドイツ/デュッセルドルフ市 友好交流

経済、文化、スポーツ、学問など様々な分野におい
て、今後とも相互の交流を推進し、千葉県とデュッ
セルドルフ市の交流の新たな友好関係を発展させ
る。［2005年6月15日］

http://www.pref.chiba.lg.jp
/kokusai/kokusaikouryuu/
exchange/dusseldorf/inde
x.html

神奈川県
東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の事前キャンプに
関する協定

エリトリア国
オリンピック・パラ
リンピック

［2015年9月2日締結］

神奈川県
セルセラピー・カタパルト（英国の
再生・細胞医療の実用化・産業
化機構）とのＭＯＵ締結

イギリス/再生・細胞医療の実用
化・産業化機構

再生・細胞医療 [2015年11月19日締結]

神奈川県
東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の事前キャンプに
関する協定

リトアニア共和国
オリンピック・パラ
リンピック

[2016年10月28日締結]

横浜市
「横浜市とフランクフルト市との
パートナー協力協定」

ドイツ/フランクフルト市
経済、地球温暖
化対策、文化芸
術創造都市

[2011年9月27日提携]
http://www.city.yokoham
a.lg.jp/kokusai/exchange/

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］
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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]

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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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

浜松市
浜松市とボローニャ市との音楽
文化交流に関する覚書

イタリア/ボローニャ市 音楽文化
・2014年4月23日締結
・音楽文化を中心とした交流推進

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

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]

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、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、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]

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]
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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]

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

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]

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

香川県
日本国香川県とイタリア共和
国パルマ市との間の交流協定

イタリア共和国パルマ市
文化・観光・食・
音楽・スポーツ

・経済、文化など民間レベルでの交流促進に向
けて努力する
・行政関係者などによる相互訪問を推進する
・２０１５年８月締結

高知県
高知県・ウェストラント市友好園
芸農業協定書

オランダ/ウェストラント市 農業

農業において協力するとともに、次世代育成、経
済、貿易、科学技術などの分野においても相互の
繁栄と発展を促進することを通じて両地域の友好交
流を進展させる。
[2009年11月18日]

高知県
高知県とウェストラント市の園芸
農業友好交流に関する覚書

オランダ/ウェストラント市 農業

両地域は、相互理解と友好関係を深めながら、園
芸農業の発展に取り組むため、学生交流、研究交
流、園芸農業に係るビジネス促進において支援を
進める。
[2010年10月18日]

 北九州市  経済交流協定締結都市  ロシア/チェリャビンスク市  経済

 本市は、平成17年度から（社）ロシアＮＩＳ貿易会、
 （公社）北九州国際技術協力協会（ＫＩＴＡ）との協働
 のもと、鉄鋼業で発展を遂げたロシア・チェリャビン
 スク州との経済交流を行ってきた。その結果、鉄鋼
 分野等におけるビジネス交流が活発化し、具体的
 なビジネスにつながった。
 本市は、この成果を踏まえ、更なる経済交流を進め
 るため、ロシア・チェリャビンスク市との間で、投資、
 製鉄、機械工業、環境の分野で協力関係を構築す
 る旨の協定書を締結した。
 [2010年6月3日締結]

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
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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
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