
提携年月日

1 1984.10.27
2 1984.5.9
3 1980.5.2
4 1981.6.23
5 1988.5.4
6 1993.5.7

都道府県 自治体 提携自治体 州 提携年月日

1 北海道 函館市  レイクマコーリー市 ニューサウスウェールズ州 1992.7.31
2 北海道 士別市  ゴールバーンマルワリー市 ニューサウスウェールズ州 1999.7.3
3 北海道 鷹栖町  ゴールドコースト市 クィーンズランド州 1995.11.18
4 北海道 本別町  ミッチェル市 ビクトリア州 1991.9.15
5 北海道 厚岸町  クラレンス市 タスマニア州 1982.2.9
6 青森県 三戸町  タムワース市 ニューサウスウェールズ州 2001.7.5
7 岩手県 奥州市  グレーターシェパートン市 ビクトリア州 1979.3.3
8 岩手県 紫波町 サザンダウンズ市 クィーンズランド州 2005.6.20
9 岩手県 一関市 セントラルハイランズ市 クィーンズランド州 2011.11.19
10 宮城県 白石市  ハーストビル市 ニューサウスウェールズ州 1994.10.23
11 山形県 山形市  スワンヒル市 ビクトリア州 1980.8.6
12 山形県 高畠町  シングルトン市 ニューサウスウェールズ州 2005.10.2
13 福島県 いわき市  タウンズビル市 クィーンズランド州 1991.8.21
14 福島県 泉崎村  テモラ市 ニューサウスウェールズ州 1989.7.22
15 福島県 棚倉町  レイクマコーリー市 ニューサウスウェールズ州 1994.5.12
16 福島県 矢祭町  ロックデイル市 ニューサウスウェールズ州 2000.5.15
17 福島県 大熊町  バサースト市 ニューサウスウェールズ州 1991.3.25
18 茨城県 牛久市  オレンジ市 ニューサウスウェールズ州 1990.7.28
19 栃木県 小山市  ケアンズ市 クィーンズランド州 2006.5.15
20 群馬県 館林市  サンシャインコースト市 クィーンズランド州 1996.7.9
21 群馬県 渋川市  ローガン市 クィーンズランド州 1996.4.17
22 群馬県 富岡市  アルバニー市 西オーストラリア州 2001.2.1
23 群馬県 草津町  スノーウィリバー市 ニューサウスウェールズ州 1991.7.10
24 埼玉県 秩父市  ワリンガ市 ニューサウスウェールズ州 1996.4.26
25 埼玉県 春日部市  フレーザーコースト市 クィーンズランド州 2007.4.29
26 埼玉県 上尾市 ロッキャーバレー市 クィーンズランド州 2014.7.23
27 埼玉県 越谷市  キャンベルタウン市 ニューサウスウェールズ州 1984.4.11
28 埼玉県 戸田市  リバプール市 ニューサウスウェールズ州 1992.10.1
29 埼玉県 杉戸町  バッセルトン市 西オーストラリア州 1996.11.19
30 千葉県 館山市  ポートスティーブンス市 ニューサウスウェールズ州 2000.2.11
31 千葉県 松戸市  ホワイトホース市 ビクトリア州 1971.5.12
32 千葉県 茂原市  ソルズベリー市 南オーストラリア州 2002.5.25
33 千葉県 柏市  キャムデン市 ニューサウスウェールズ州 1997.4.11
34 千葉県 白井市  キャンパスピ市 ビクトリア州 1998.2.13
35 東京都 中央区  サザランド市 ニューサウスウェールズ州 1991.7.9
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36 東京都 台東区  マンリー市 ニューサウスウェールズ州 1982.8.14
37 東京都 世田谷区  バンバリー市 西オーストラリア州 1992.11.10
38 東京都 杉並区  ウィロビー市 ニューサウスウェールズ州 1990.5.11
39 東京都 練馬区  イプスウィッチ市 クィーンズランド州 1994.10.15
40 東京都 足立区  ベルモント市 西オーストラリア州 1984.10.1
41 東京都 江戸川区  ゴスフォード市 ニューサウスウェールズ州 1988.4.19
42 東京都 国分寺市  マリオン市 南オーストラリア州 1993.4.2
43 神奈川県 川崎市  ウーロンゴン市 ニューサウスウェールズ州 1988.5.18
44 神奈川県 横須賀市  フリマントル市 西オーストラリア州 1979.4.25
45 神奈川県 三浦市  ウォーナンブール市 ビクトリア州 1992.7.6
46 神奈川県 葉山町  ホールドファストベイ市 南オーストラリア州 1997.12.15
47 神奈川県 湯河原町  ポートスティーブンス市 ニューサウスウェールズ州 1998.11.13
48 富山県 富山市 ウェリントン市 ニューサウスウェールズ州 1992.8.24
49 石川県 白山市  ペンリス市 ニューサウスウェールズ州 1989.11.10
50 山梨県 大月市  フレーザーコースト市 クィーンズランド州 1994.7.6
51 山梨県 南アルプス市  クィンビヤン市 ニューサウスウェールズ州 1992.10.9
52 岐阜県 美濃加茂市  ダボ市 ニューサウスウェールズ州 1989.6.2
53 静岡県 焼津市  ホバート市 タスマニア州 1977.2.17
54 静岡県 藤枝市  ペンリス市 ニューサウスウェールズ州 1984.11.3
55 静岡県 裾野市  フランクストン市 ビクトリア州 1982.2.22
56 静岡県 湖西市 グレータージェラルトン市 西オーストラリア州 1998.9.29
57 愛知県 名古屋市  シドニー市 ニューサウスウェールズ州 1980.9.16
58 愛知県 半田市  ポートマッコーリー市 ニューサウスウェールズ州 1990.4.14
59 愛知県 安城市  ホブソンズベイ市 ビクトリア州 1994.10.15
60 愛知県 東海市 マセドンレンジズ市 ビクトリア州 2014.10.16
61 愛知県 大府市  ポートフィリップ市 ビクトリア州 1993.11.20
62 愛知県 知立市  ウィンダム市 ビクトリア州 2000.2.10
63 愛知県 豊明市  グレーターシェパートン市 ビクトリア州 2003.10.22
64 京都府 京丹波町  ホークスベリー市 ニューサウスウェールズ州 1988.6.7
65 大阪府 大阪市  メルボルン市 ビクトリア州 1978.4.24
66 大阪府 池田市  ロンセストン市 タスマニア州 1965.11.1
67 大阪府 吹田市  バンクスタウン市 ニューサウスウェールズ州 1989.3.9
68 大阪府 泉大津市  グレータージロング市 ビクトリア州 1992.4.28
69 大阪府 高槻市  トゥーンバ市 クィーンズランド州 1991.11.13
70 大阪府 枚方市  ローガン市 クィーンズランド州 1995.3.14
71 大阪府 摂津市  バンダバーグ市 クィーンズランド州 1998.11.9
72 大阪府 忠岡町  ピットウォーター市 ニューサウスウェールズ州 1995.11.21
73 大阪府 熊取町  ミルドゥラ市 ビクトリア州 2001.11.3
74 兵庫県 神戸市  ブリスベン市 クィーンズランド州 1985.7.16
75 兵庫県 姫路市  アデレード市 南オーストラリア州 1982.4.19
76 兵庫県 赤穂市  ロッキングハム市 西オーストラリア州 1997.4.15
77 兵庫県 三木市  コロワ市 ニューサウスウェールズ州 1997.4.11
78 兵庫県 高砂市  ラトローブ市 ビクトリア州 2000.10.12
79 兵庫県 三田市  ブルーマウンテンズ市 ニューサウスウェールズ州 1988.8.30
80 兵庫県 猪名川町  バララット市 ビクトリア州 1988.8.1
81 奈良県 奈良市  キャンベラ 首都特別地域 1993.10.26
82 奈良県 大和高田市  リズモア市 ニューサウスウェールズ州 1963.8.7
83 和歌山県 太地町  ブルーム市 西オーストラリア州 1981.5.7



84 和歌山県 有田川町 パーマストン市 ノーザンテリトリー準州 2010.5.18
85 和歌山県 有田川町 ダーウィン市 ノーザンテリトリー準州 2003.8.8
86 岡山県 備前市  クレアアンドギルバートバレー市 南オーストラリア州 1990.1.18
87 岡山県 浅口市  ティーツリーガリー市 南オーストラリア州 1997.10.22
88 岡山県 久米南町  バロッサ市 南オーストラリア州 2002.8.22
89 山口県 宇部市  ニューカッスル市 ニューサウスウェールズ州 1980.11.21
90 山口県 周南市  タウンズビル市 クィーンズランド州 1990.9.30
91 山口県 山陽小野田市  モートンベイ市 クィーンズランド州 1992.8.18
92 徳島県 美波町  ケアンズ市 クィーンズランド州 1969.4.1
93 高知県 室戸市  ポートリンカーン市 南オーストラリア州 1991.3.27
94 長崎県 佐世保市  コフスハーバー市 ニューサウスウェールズ州 1988.6.6
95 長崎県 松浦市  マッカイ市 クィーンズランド州 1989.7.22
96 熊本県 水俣市  デボンポート市 タスマニア州 1996.2.27
97 熊本県 山鹿市  クーマ=モナロ市 ニューサウスウェールズ州 1975.11.5
98 大分県 佐伯市  グラッドストン市 クィーンズランド州 1996.9.4
99 大分県 日出町  サンシャインコースト市 クィーンズランド州 2001.4.4
100 宮崎県 日南市 アルバニー市 西オーストラリア州 2010.11.17
101 鹿児島県 鹿児島市  パース市 西オーストラリア州 1974.4.23
102 鹿児島県 指宿市  ロックハンプトン市 クィーンズランド州 1980.11.21


