≪姉妹友好都市の都市情報について≫
都市
ニューヨーク市

基礎的情報

New York City

国：アメリカ合衆国 United States of America

提携年月日：1960 年 2 月 29 日

面積：784 ㎢

調印者：

人口：880 万人

ニューヨーク市長 Robert F. Wagner, Jr.
現首長：Eric Adams（2022 年 1 月～）

都知事 東 龍太郎

ニューヨーク市ウェブサイト（英語）
https://www1.nyc.gov/
Beijing Municipal Government

北京市

国：中華人民共和国 People’s Republic of China

提携年月日：1979 年 3 月 14 日

面積：16,410 ㎢

調印者：

人口：2,153 万人

北京市革命委員会主任 林

乎加

東京都知事 美濃部 亮吉

現首長：陳吉寧 （2018 年 1 月～）
北京市ウェブサイト（英語）
http://www.ebeijing.gov.cn/

パリ市

City of Paris

国：フランス共和国 French Republic

提携年月日：1982 年 7 月 14 日

面積：105 ㎢

調印者：

人口：214 万人

パリ市長 Jacques Chirac
東京都知事 鈴木 俊一

現首長：Anne Hidalgo（2014 年 4 月～）
パリ市ウェブサイト（フランス語）
https://www.paris.fr/
パリ市観光局（日本語）
https://ja.parisinfo.com/

都市
ニュー・サウス・ウェールズ州

基礎的情報
国：オーストラリア連邦 Australia

State of New South Wales
面積：801,150 ㎢
提携年月日
1984 年 5 月 9 日

人口：817 万人

調印者

現首長：Dominic Perrottet（2021 年 10 月～）

ニュー･サウス･ウェールズ州首相 Neville. Ｋ. Wran
東京都知事 鈴木 俊一

ニュー・サウス・ウェールズ州ウェブサイト（英語）
https://www.nsw.gov.au/
ニュー・サウス・ウェールズ州公式観光ウェブサイ
ト（英語）
https://www.visitnsw.com/

ソウル特別市

Seoul Metropolitan Government

国：大韓民国 Republic of Korea

提携年月日：1988 年 9 月 3 日

面積：605 ㎢

調印者：

人口：1,001 万人

ソウル市長 金 庸来
東京都知事 鈴木 俊一

現首長：呉世勲（2021 年 4 月～）
ソウル特別市ウェブサイト（日本語）
http://japanese.seoul.go.kr/
ソウル特別市観光振興サイト（日本語）
http://japanese.visitseoul.net/index

ジャカルタ特別市 Special Capital Region of Jakarta

国：インドネシア共和国 Republic of Indonesia

提携年月日：1989 年 10 月 23 日

面積：662 ㎢

調印者：

人口：1,047 万人

ジャカルタ特別市知事 Wiyogo Atmodarminto
東京都知事 鈴木 俊一

現首長：Anies Rasyid Baswedan（2017 年 10 月～）
ジャカルタ特別市ウェブサイト（インドネシア語）
https://www.jakarta.go.id/

都市
サンパウロ州

State of São Paulo

基礎的情報
国：ブラジル共和国 Federative Republic of Brazil

提携年月日：1990 年 6 月 13 日

面積：248,200 ㎢

調印者：

人口：4,665 万人

サンパウロ州知事 Orestes Quércia
東京都知事 鈴木 俊一

現首長：João Doria（2019 年 1 月～）
サンパウロ州ウェブサイト（ポルトガル語）
http://www.saopaulo.sp.gov.br/en/conhecasp/

カイロ県

Cairo Governorate

国：エジプト・アラブ共和国 Arab Republic of Egypt

提携年月日：1990 年 10 月 23 日

面積：3,085 ㎢

調印者：

人口：1,003 万人

カイロ県知事 Mahmoud Sherif
東京都知事 鈴木 俊一

現首長：Khaled Abdel A’al（2018 年 8 月～）
カイロ県ウェブサイト（アラビア語）
http://www.cairo.gov.eg/

モスクワ市

City of Moscow

国：ロシア連邦 Russian Federation

提携年月日：1991 年 7 月 16 日

面積：2,511 ㎢

調印者：

人口：1,264 万人

モスクワ市長 Gavriil Kharitonovich Popov
東京都知事 鈴木 俊一

現首長：Sergei Sobyanin（2010 年 10 月～）
モスクワ市ウェブサイト（ロシア語）
https://www.mos.ru/
モスクワ市インターナショナル・ポータル（英語）
https://www.mos.ru/en/

都市
ベルリン市

City of Berlin

提携
国：ドイツ連邦共和国 Federal Republic of Germany

提携年月日：1994 年 5 月 14 日

面積：891 ㎢

調印者：

人口：375 万人

ベルリン市長 Eberhard Diepgen
東京都知事 鈴木 俊一

現首長：Franziska Giffey（2021 年 12 月～）
ベルリン市ウェブサイト（英語）
http://www.berlin.de/en/

ローマ市 City of Rome

国：イタリア共和国 Italian Republic

提携年月日：1996 年 7 月 5 日

面積：1,285 ㎢

調印者：

人口：285 万人

ローマ市長 Francesco Rutelli
東京都知事 青島 幸男

現首長：Roberto Gualtieri（2021 年 10 月～）
ローマ市ウェブサイト（英語）
http://www.comune.roma.it/pcr/do/jpsite/Site/home.actio
n?request_locale=en
イタリア政府観光局（日本語）
http://visitaly.jp/

ロンドン市 Greater London Authority

国：英国
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

提携年月日：2015 年 10 月 14 日
面積：1,572 ㎢
調印者：
ロンドン市長 Boris Johnson

人口：896 万人

東京都知事 舛添 要一
現首長：Sadiq Khan（2016 年 5 月～）
ロンドン市ウェブサイト（英語）
https://www.london.gov.uk/

