
（令和３年４月末日時点）
月　日 友好交流事業 月　日 その他の事業

1890 明治23 11月 大阪府立商品陳列所 創立
1921 大正10 6月 シンガポールに海外駐在員を派遣

12月 スラバヤに海外駐在員を派遣
1930 昭和5 1月 大阪府立商品陳列所の名称を大阪府立貿易館と改称
1932 昭和7 7月 大阪府立貿易館新京分館 設置
1933 昭和8 4月 大阪府立貿易館奉天分館 設置
1936 昭和11 4月 大阪府立貿易館上海分館 設置
1937 昭和12 4月 大阪府立貿易館天津分館 設置
1938 昭和13 4月 大阪府立貿易館青島分館 設置
1939 昭和14 4月 大阪府立貿易館広東分館 設置
1940 昭和15 4月 大阪府立貿易館ニューヨーク分館 設置
1948 昭和23 4月 「貿易振興博覧会」開催
1951 昭和26 4月 国際見本市会館 開設
1953 昭和28 8月 わが国初の日本工業技術相談所を台北に開設
1954 昭和29 4月 わが国初の「第1回大阪国際見本市」を大阪で開催
1956 昭和31 2月 カルカッタに日本工業技術相談所を開設
1957 昭和32 10月 香港に大阪商品陳列所を開設
1959 昭和34 3月 ジャカルタに日本工業技術相談所を開設
1961 昭和36 1月 ニューオリンズに大阪商品斡旋所を開設
1962 昭和37 8/24 大阪府海外移住家族会 設立

3/8 在伯大阪なにわ会 設立
1966 昭和41 7月 ジャカルタの日本工業技術相談所をバンコクに移転
1969 昭和44 6月 カルカッタの日本工業技術相談所を閉鎖

7/1 オーストラリア工業技術相談所 開設
7/6 ニューヨーク工業技術相談所 開設

1970 昭和45 3月 (社)大阪商品海外ストックセンター 設立
3/14 「日本万国博覧会」開催（～9/13）

　於：大阪千里　入場者数：6421万人
10/8 ロッテルダムに駐在員事務所（大阪マーチャンダイズ

センター）開設
1972 昭和47 6月 台北の日本工業技術相談所を閉鎖

6/20 在アルゼンチンなにわ会 設立
6/21 大阪府高等学校国際教育研究会 設置

1973 昭和48 4/26 大阪府海外技術研修員制度 開始
10月 ブラジル工業技術相談所を設置

1971 昭和51 10月 ニューオリンズの大阪商品斡旋所を閉鎖
1974 昭和54 1/23 中国交流事業計画策定プロジェクトチーム 設置

3/16 メルボルンにオーストラリア駐在員事務所 開設
1980 昭和55 4/10 大阪府友好訪中代表団（団長：岸知事）派遣

4/12 上海市が府との友好を記念して上海・大阪友好人民公
社を設立

4/21 大阪府・上海市友好交流促進協議会議 設置
8/2 江蘇省友好代表団（団長・恵省長）来阪（～8/6）

11/15 第1回大阪府・上海市友好交流促進協議会出席のため上
海市代表団来阪

11/21 中国・上海市と「友好府市関係樹立に関する議定書」
に調印

1981 昭和56 4/1 商工部に国際交流課 設置
5/9 上海市・江蘇省から農業技術研修員が来阪 8/3 大阪府平和祈念戦争資料室 開設

8/29 大阪府医療研修団を上海市及び江蘇省に派遣 3月 バンコクの工業技術相談所を閉鎖
1982 昭和57 4月 青年海外協力隊活動促進事業 開始

5/17 堺泉北港と中国・江蘇省の連雲港港との友好姉妹提携
を合意

6/15 知事、東南アジア諸国訪問（～6/28）

6/22 大阪マーチャンダイズセンターシンガポール 開設
10/31 在伯なにわ会館 竣工（ブラジル・サンパウロ）
11/2 山片蟠桃賞 創設
12/2 「国際デザイン・フェスティバル」開催

1983 昭和58 6/25 堺泉北港と中国・江蘇省の連雲港港と友好港提携
11/2 大阪21世紀計画の一環として「環太平洋自治体首長会

議」開催
2/13 大阪コンベンション・ビューロー 設立（大阪府、大阪

市、大阪商工会議所）
1984 昭和59 4/11 知事、ソウル特別市市長の招聘により訪韓し全斗煥大

統領と会見
11/22 大阪府友好代表団（団長：岸知事）をインドネシア・

東ジャワ州に派遣（～11/29）
12/10 大阪国際交流団体協議会 設立（平成6年5月関西国際交

流団体協議会に改称）
11/26 インドネシア・東ジャワ州と「友好関係樹立に関する

議定書」調印
12/20 産業交流センター（基金）設立

1985 昭和60 6/30 知事、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）を親善訪問
し金日成首席と会談

7/13 「第1回世界平和を考える大阪会議」開催
11/1 大阪府・上海市友好提携5周年記念事業 実施（～

11/3）
大阪経済交流事務所（OMC上海） 開設

1986 昭和61 11/3 大阪府姉妹港提携調印団（団長：中川副知事）を東
ジャワ州に派遣（～11/12）

10/24 国連大学主催「国際平和年世界会議」開催(～10/27)

11/7 府堺泉北港と東ジャワ州タンジュン・ペラク港との姉
妹港提携締結

10/25 「第2回世界平和を考える大阪会議」開催

大阪府の国際交流のあゆみ　　　　　　　　

年　度



月　日 友好交流事業 月　日 その他の事業年　度
1987 昭和62 7/21 フランス・ヴァルドワーズ県と「友好交流に関する覚

書」を交換
8/1 語学指導等を行う外国青年招致事業 招致青年受入開始

11/1 組織改正 商工部国際交流課→企画調整部国際交流課
11/5 「第3回世界平和を考える国際会議」開催

「大阪平和ビジョン」を発表し同会議を終了
11/5 「太平洋地域自治体交流会議」開催（～11/7）

「太平洋友好平和宣言」採択
1/26 大阪府自治体国際交流連絡会議 設置
3/17 大阪府議会「国際平和都市・大阪」宣言に関する決議

1988 昭和63 5/4 オーストラリア・クィーンズランド州と「友好交流に
関する覚書」を交換

8/15 「平和を考える講演と映画のつどい」開催（～8/17）

 10/1 大阪府国際アドバイザー制度 開始
10/27 「大阪国際平和フォーラム'88 」開催（～10/29）

「大阪国際平和フォーラム'88」 宣言
11/11 大阪府旅券事務所阿倍野分室 開設

1/19 カリフォルニア州と経済交流に関する協定を締結 1/25 （財)大阪府国際交流財団 設立
3/19 日蘭修好380周年記念事業の一環として「ダッハランド

'89大阪」開催（～5/21)
3/28 大阪府私費外国人留学生奨学金支給制度 開始

（H10年度制度廃止）
1989 平成１ 6/1 国際交流プラザ・オフィックス 開所

　≪(財)大阪府国際交流財団事務所に併設≫
7/1 国際交流リーディング事業助成制度 開始(H10年度制度

廃止)
7/18 ドイツ・ニーダーザクセン州と産業・技術交流を目標

とした協定を締結
7/25 (財)大阪国際平和センター 設立

9月 サンパウロ駐在員事務所　閉鎖
2/1 OFIX国際交流ホストファミリー登録制度 開始
3/9 「世界平和を考える府民のつどい」開催（～3/10）

1990 平成２ 4/1 「国際花と緑の博覧会」開催(～9/30）
　来場者数2312万6934名　83カ国55国際機関参加

4/1 大阪府千里留学生会館（吹田市）開所
4/1 (社)大阪国際ビジネス振興協会（IBO）設立

（H20産業振興機構と統合）
4/1 大阪府大学生海外留学奨学生制度 開始(H17年度制度廃

止)
7/20 「大阪府・上海市友好10周年交流記念フォーラム」開

催
8/1 ロッテルダム市制650周年記念「RIVOLI'90」「大阪

ウィーク」出展（～8/7）
7/23 「大阪・上海市友好交流10周年記念式典」開催 9/1 大阪府国際化施策推進会議 設置

11/1 大阪府メルボルン駐在員事務所　閉鎖
大阪府オーストラリア事務所（シドニー）開設

1991 平成３ 4/15 大阪府沿海地方交流促進検討準備会 設立
「ソ連沿海地方写真展」開催

5/15 「外国人留学生の大阪の文化施設等への特別入場制
度」創設

9/17 大阪国際平和センター（ピースおおさか）開所
10/18 知事、東ジャワ州及びクイーンズランド州を訪問（～

10/27）
11/28 大阪府下留学生生活実態調査 調査開始(以後、5年毎に

調査実施）
1/14 知事、上海市及び江蘇省を訪問（～1/16） 2/22 大阪府議会日韓友好親善議員連盟 設立

2/25 日朝友好促進大阪府議会議員連盟 設立
3/19 大阪国際クラブ 創設

1992 平成４ 4/1 組織改正 企画調整部に国際室新設
5/26 「大阪府国際化推進基本指針」策定（H20年度廃止）
7/21 大阪府国際友好奨学金制度 開始(H17年度制度廃止)

8～12月 ASEAN設立25周年記念事業「東南アジア祭」開催

9/1 日中国交正常化20周年記念事業「日中友好サロン」開
催（～9/4）

10/1 大阪府在住外国人問題有識者会議 設置
11/6 知事、江蘇省及び上海市を訪問　（～11/10) 11/2 大阪府議会日中友好親善議員連盟 設立
12/8 ロシア・沿海地方と「友好交流に関する覚書」を交換 11/14  「在日コリアン中学生と日本人中学生との友好親善

サッカー大会」開催(～H20年度）
1993 平成５ 4/14 知事、クィーンズランド州訪問（～4/23) 4/1 OFIX国際交流事業ボランティア登録制度 開始

7/17 「大阪国際クラブ会員の集い」開催
8/6 知事、韓国大田世界博覧会開会式出席
9/1 大阪府外国人相談コーナー 開設

1/20 「ロシア・沿海地方友好観光シンポジウム」開催（～
1/22）

3/21 大阪府海外短期建築・芸術研修生受入 開始

1994 平成６ 4/28 世界都市関西キャンペーン推進協議会　設立
5/3 知事、クィーンズランド州訪問（～８日) 5/8 環太平洋ヨットレース スタート

5/18 関西プレスクラブ 設立
5/30 関西情報発信機能強化推進協議会 設立

(H12年4月 関西広域連携協議会の情報発信機関として
発展改組後、関西国際広報センターへ名称変更）

5/30 関西国際広報センター 開設
9/4 関西国際空港 開港

10/13 国際協力事業団大阪国際センター 開設
10/22 「APEC中小企業大臣会議」開催

11/13 知事、米国・カリフォルニア州訪問（～11/16) 12/7 アジア・太平洋人権情報センター 開設
11/15 米国・カリフォルニア州と友好提携を締結 2/1 大阪府堺留学生会館オリオン寮（堺市）開所

2/20 APEC大阪会議関西協力協議会 設立
1995 平成７ 6/5 地球環境保全行動指針 発表

6/13 ベトナム・ホーチミン市と経済交流協定締結 6/26 世界観光機関(WTO) アジア太平洋事務所 開設
10/17 大阪・カリフォルニア友好展 (～10/23) 9/28 (財)アジア太平洋観光交流センター 設立
11/26 知事、上海市及び江蘇省訪問 (～11/30) 11/16 「APEC大阪会議」開催 (～11/19)

大阪府・上海市友好提携15周年記念式典 3/23 大阪府友好の翼事業 (～3/28)



月　日 友好交流事業 月　日 その他の事業年　度
1996 平成８ 4/14 知事、ベトナム・ホーチミン市及びハノイ市を訪問 5/8 APEC環境技術交流促進事業運営協議会 設立

10/1 IBOビジネスマッチングセンター 開設
10/13 外国人のための一日インフォメーションサービス 開始

（「外国人の住みやすい大阪」を考える関係機関等連
絡会議により、毎年開催）

11/11 「APEC環境技術交流促進シンポジウム」開催（～
11/12）

11/20 ベトナムスクエア 開設
「ベトナムウィーク」開催（～11/24）

2月 ニューヨーク駐在員事務所　閉鎖

2/20 国際協力ゼミナール事業 開始(H20年度事業終了）
3/25 「人権教育のための国連10年大阪府行動計画」策定
3/28 「大阪府国際協力推進大綱」策定

1997 平成９ 4/1 大阪府カリフォルニア事務所 開設
5/20 パスポートセンターりんくうタウン分室 開所
5/26 国際交流基金関西国際センター 開設

6/28 知事、カリフォルニア州訪問（～7/6）、カリフォルニ
ア事務所開設式典開催

10/28 2000年サミットの大阪誘致を表明

7/10 大阪府・カリフォルニア州高等学校生徒交流事業 開始 11/4 大阪外国人雇用サービスセンター 開設

11/5 知事、ヴァルドワーズ県及びロッテルダム市訪問（～
11/12）

11/11 「大阪府地球温暖化防止対策シンポジウム」開催

大阪府・ヴァルドワーズ県友好提携10周年事業 実施
1998 平成10 4/1 組織改正 国際室→国際課

6/12 知事、クィーンズランド州訪問（～6/19） 6/12 「外国人労働者問題啓発セミナー」開催
6/12 大阪府・クィーンズランド州友好提携10周年事業 7/28 関西国際空港全体構想促進協議会 設立

開催（～6/14） 8/28 2000年サミット大阪誘致推進協議会 設立
8/21 クィーンズランド州と経済交流協定を締結 2/22 世界観光機関（WTO）第14回総会の大阪誘致を国が決定

3/19 外国人のための医療情報ガイドホ－ムページ 開設
 3/20 「アジアのかけはしフェスタ」開催(～3/28)

1999 平成11 4/26 大阪府多言語情報推進協議会 設立
7/14 関西国際空港2期事業 現地着工
10/1 WTO世界観光大臣会議が大阪・韓国開催決定
3/14 大阪府多言語情報提供協議会が大阪生活必携の発行を

開始
(H14年度及びH18年度に改訂実施）

2000 平成12 4/1 大阪府立国際会議場 開所
4/22 「日蘭交流400周年記念シンポジウム」開催
7/24 大阪府国際交流財団がりんくうゲートタワービルに移

転
7/28 西暦2000年世界民族芸能祭開催（～8/6）

11/18 大阪府・上海市友好交流20周年事業 実施 1/16 WTO世界観光機関大阪総会地元協力協議会 設立
(H13年度総会終了のため解散）

3/1 香港連絡事務所 開設（H19年度に大阪プロモーション
デスクとなる）

2001 平成13 7/11 知事、ロシア及びアメリカ訪問（～7/20） 8/10 「第8回国際エネルギーフォーラム」大阪開催決定
9/28 WTO世界観光機関総会開催（～10/1）

10/25 知事、大韓民国訪問（～10/27）
12/6 「日韓交流新時代を考えるシンポジウム」開催
3月 「韓国理解セミナー」開催（～4月）

2002 平成14
5/10,27 「コリアンアートフェスタ2002」開催

7/9 イタリア・ロンバルディア州と友好提携を締結 9/19 「OPEC総会」開催
9/21 「第8回国際エネルギーフォーラム」開催（～9/23）

10/29 アラブ首長国連邦・ドバイ市と友好提携を締結 12月 「在日外国人施策に関する指針」策定
3/16 「第3回世界水フォーラム」開催（～3/23）

2003 平成15 4/1 大阪観光コンベンション協会　設立
（(財)大阪コンベンションビューロー、(社)大阪観光
協会、(社)大阪府観光連盟）

4/1 OFIX奨学金制度 開始
8/25 知事、デンマーク、スウェーデン、フィンランドを訪

問 （～9/1）
2004 平成16 5/13 高杉副知事、「ドバイ友好都市フォーラム」出席のた

めドバイ市訪問(～5/18)
6/5 知事、カリフォルニア州訪問(～6/13）  

「バイオ2004」への大阪企業出展   
11/5 知事、クィーンズランド州訪問(～11/12） 9月 「大阪パワーアップ国際化戦略」策定

「オーストラリアバイオ見本市」への出展
大阪薬科大学とクィーンズランド大学との学術交流提
携締結

2005 平成17 6/3 知事、観光プロモーションのため韓国訪問(～6/5)
9/20 大阪府及び大阪市と上海市の経済交流協議書に調印

「大阪・上海経済交流サミット」開催
7/3 知事、イサミット視察及びバイオプロモーションのた

めイギリス・ドイツ訪問（～7/11）
10/24 知事及び副議長「大阪府上海市友好都市25周年記念行

事」出席のため上海市訪問（～10/25）
11/2 知事、観光プロモーションのため北京訪問(～11/5)

12/20 「ドバイー大阪経済パートナーシップフォーラム
2005」開催（～12/22）

3月 「アジアのにぎわい都市・大阪ビジョン」策定



月　日 友好交流事業 月　日 その他の事業年　度
2006 平成18 4/1 組織改正　にぎわい創造部を新設。企画調整部国際課

を移設し国際室と改称、室内に友好交流課及びアジア
交流課を新設

4/9 知事、バイオ2006及び関空プロモーションのためアメ
リカ訪問（～4/15）

7/15 知事、関空プロモーションのためフィンランド及びロ
シア訪問（～7/22）

7/31 大阪府オーストラリア事務所閉鎖（プロモーションデ
スクに移行)

8/28 知事、関西経済プロモーションのため遼寧省訪問（～
8/30）

10/21 ベトナム・グエン・タン・ズン首相を迎え、会談・歓
迎昼食会を実施

10/25 三輪副知事、遼寧省出張において経済交流促進のため
覚書を締結（～10/28）

11/28 大阪市、経済団体等と共同で「第1回世界・アジア
ウィーク in Osaka」開催（～12/2）

11/29 「アジア女性経済人会議」開催（～11/29）
11/30 「アジア中小企業フォーラム」開催（～12/1）

12/14 上海市白玉蘭栄誉賞の知事への授与のため上海市訪日
団来阪（～12/16）

3/7 マレーシア・ナジブ・ラザク副首相を迎え、会談・歓
迎夕食会を実施

4/10 知事、アジア主要都市サミットへのホーチミン市長招
聘のため、ベトナム訪問（～4/13）

4/13 中国・温家宝国務院総理を迎え、会談・歓迎夕食会を
実施

5/11 「サミット財務大臣会議大阪」開催決定
6/23 フランス・ヴァルドワーズ県との友好提携記念行事の

開催、及び関空プロモーションのため、フランス及び
イタリアを訪問出張（～6/30）

8/6 知事、平成の青年遣隋使事業及び3府県知事プロモー
ションセミナーのため、中国（西安、広州）訪問（～
8/11）

6/26 大阪府・フランス・ヴァルドワーズ県友好交流提携20
周年記念行事開催、友好増進の覚書署名（知事、議長
出席）

平成の遣隋使事業 実施
(青年遣隋使派遣(～8/14）、青年答礼使受入(8/16～
8/21)）

9/15 中国・賈慶林人民政治協商会議主席を迎え、会談・歓
迎夕食会を実施

10/6 「アジア主要都市留学生サミット」 開催
10/22 大阪市、経済団体等と共同で「第2回世界・アジア

ウィーク in Osaka」開催（～10/26）
10/25 ベトナム・ホーチミン市と「友好交流に関する議 10/25 「アジア主要都市サミット」開催（～10/26）

定書」に調印 11/29 ベトナム・グエン・ミン・チェット国家主席を迎え、
会談・歓迎昼食会を実施

2/23 中国・唐家璇国務委員を迎え、会談・歓迎夕食会を実
施

3/27 知事、韓正市長表敬及び上海万博会場視察のため上海
市訪問

3/14 2010年「上海万博」について、正式に「出展関心表
明」を提出（大阪市と共同で出展）

2008 平成20 4/3 大阪府・オーストラリア　クィーンズランド友好交流
提携20周年記念

4/7 知事と在関西総領事等との意見交換会
「水を活かした都市の魅力づくり」

クィーンズランド・バレエ団と府立高校との交流「バ
レエ・ワークショップ」開催

4/19 中国・楊潔篪外交部長を迎え、会談・歓迎夕食会を実
施

5/9 中国・胡錦濤国家主席を迎え、会談・歓迎夕食会を実
施

5/14 知事、大阪市長、関西経済連合会、大阪商工会議所と
在関西総領事等との意見交換会
「Ｇ８サミット財務大臣会議の大阪開催について」

6/13 「サミット財務大臣会議大阪」開催協力（～6/14）
9/16 パスポートセンター阿倍野分室移転

10/13 大阪府・オーストラリア クィーンズランド州20周年記
念
クィーンズランド州警察音楽隊による正面玄関での演
奏披露

10/16 知事と在関西総領事等との意見交換会
「大阪ミュージアムの紹介と能鑑賞」

10/27 知事、関西観光セミナー及び観光プロモーションのた
め上海市を、江蘇省国際友好都市30周年事業参加

10/29 英国・コーンウォール公爵夫人の来阪記念行事協力(大
阪府公館)

のため江蘇省南京市を訪問（～10/30） 11/15 「アジア留学生フォーラム」開催
11/19 知事、「大阪プロモーションセミナー」開催のため、

北京市・天津市を訪問（～11/21）
11/24 アジア主要都市間ネットワークでの共同事業として環

境・防災スタディエクスチェンジ事業を実施
11/24 「水と光のまちづくりフォーラム」開催

11/25 「アジア主要都市間ネットワーク高級実務者会合」 開
催

11/24 「水と光のまちづくりフォーラム」開催

2/28 大阪府カリフォルニア事務所 閉鎖（プロモーションデ
スクに移行)

3/15-31 大阪・上海人材交流アクティブ事業（職員交流）の実
施
→府職員３名と上海市職員３名がそれぞれの分野で
　 相互交流（経済、観光、環境）

3/31 大阪府堺留学生会館オリオン寮を(財）大阪府国際交流
財団へ譲渡（大阪府千里留学生会館は廃止）

2007 平成19



月　日 友好交流事業 月　日 その他の事業年　度
2009 平成21 4/1 組織改正　府民文化部を新設。友好交流課及びアジア

交流課を統合し、国際交流課に改称。
8/26-9/15
及び

大阪・上海人材交流アクティブ事業（職員交流）の実
施

(財）大阪府国際交流財団　マイドーム大阪(大阪市）
に移転

11/5-11/25 →府職員３名と上海市職員３名がそれぞれの分野で
　相互交流（企画（都市づくり）、経済、観光）

6/16 知事と在関西総領事等との意見交換会
「大阪府施策紹介と水都大阪の発信」

  8/26-9/15 ：上海市職員の受入 8/31 大阪府ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ事務所閉鎖（ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾃﾞｽｸに移行）
  11/5-11/25：大阪府職員の派遣 9/18 知事と関西総領事等との意見交換会

「水都大阪2009」水上視察
9/6 環境・防災スタディエクスチェンジ事業を実施 11/6 中国・汪洋中国共産党中央政治局委員、広東省党委員

会書記を迎え、会談・歓迎昼食会を実施
12/22 知事、関西観光セミナー及び観光プロモーションのた

め浙江省（杭州市、紹興市）を訪問（～12/24）
12月 大阪府シンガポール事務所閉鎖（プロモーションデス

クに移行）
1/27 知事と関西総領事等との意見交換会

「御堂筋イルミネーションとWTC交流会」
1/31 大阪府シンガポール事務所閉鎖

（プロモーションデスクに移行）
3/11 知事とドイツ　コッホヘッセン州首相の表敬及び歓迎

昼食会を実施
3/16 中国・唐家璇中国日本友好協会名誉顧問を迎え、ベイ

エリア視察の案内と歓迎昼食会を実施
3/31 米国・カリフォルニア州下院議員来庁、副知事表敬及

び歓迎昼食会を実施
2010 平成22 4/1 組織改正　国際交流課と観光課を統合し、都市魅力創

造局国際交流・観光課に改称
5/1 上海万博大阪館出展（～10/31）

6/14 知事、ヴァルドワーズ県、ドイツ及びイギリスを訪問
（～21日）

6/23 東ジャワ州政府代表団の来阪

7/27-7/28
知事、大阪府・上海市友好交流提携30周年行事参加の
ため上海市訪問（上海万博内会場他）
「大阪－上海友好交流の夕べ」
「大阪－上海友好盆踊り大会」

9/7 江蘇省へ大阪府代表団を派遣
9/12 環境・防災スタディエクスチェンジ事業を実施 9/14 知事と関西総領事等との意見交換会

10/24 ヴァルドワーズ県友好代表団の来阪（～10/31） 「環境・新エネルギー政策」
11/24 大阪府・上海市・ソウル市人材交流事業の実施

〇府職員3名と上海市職員3名がそれぞれの分野で
　相互交流（教育、都市開発、観光）
　12/8-12/21：上海市職員の受入

11/30 バングラデシュ　シェイク・ハシナ首相を迎え、歓迎
夕食会を実施

〇府職員2名とソウル市職員2名がそれぞれの分野で
　相互交流（教育、都市魅力・観光）
　11/24-12/7：ソウル市職員の受入
　12/6-12/18：大阪府職員の派遣
〇府職員3名と上海市職員3名がそれぞれの分野で

　相互交流（教育、都市開発、観光）
　1/12-1/25：大阪府職員の派遣（都市開発、観光）

12/21－
  12/23

知事、観光プロモーション等のため、香港及びマカオ
を訪問

　2/23-3/8：大阪府職員の派遣（教育）
2011 平成23 4/26 副知事と関西総領事等との意見交換会

「東日本大震災に係る大阪府の被災者支援について」
6/3 ベトナム　チュオン・タン・サン共産党書記局常務

（次期国家主席）を迎え、歓迎夕食会を実施
9/18-9/19 上海市代表団受入

10/29－11/4 東ジャワ州研修団の受入

11/6－12 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入

11/6 大阪府・上海市・ソウル市人材交流事業の実施
○府職員1名と上海市職員1名がそれぞれの分野で
　相互交流（観光・都市魅力）
　11/7-16：大阪府職員の派遣
　11/17-30：上海市職員の受入
○府職員1名とソウル市職員１名がそれぞれの分野で
　相互交流（教育、都市魅力・観光）
　11/6-12：大阪府職員の派遣
　11/20-26：ソウル市職員の受入

11/21－26 東ジャワ州議員団の受入 2/6 知事と関西総領事等との意見交換会
「国際戦略総合特区の指定について」

3/12－3/13 上海市外事弁公室代表団受入 3/14 モンゴル　スフバータル・バドボルト首相を迎え、歓
迎夕食会を実施



月　日 友好交流事業 月　日 その他の事業年　度
2012 平成24 4/1 組織改正　国際交流・観光課→国際課

5/14 大阪府・上海市・ソウル市人材交流事業の実施 4/1 公益財団法人大阪府国際交流財団に移行登記
○府職員1名とソウル市職員１名がそれぞれの分野で
　相互交流（国際交流・観光）
　5/14-5/23：大阪府職員の派遣
　8/27-9/2：ソウル市職員の受入
○府職員1名と上海市職員1名がそれぞれの分野で
　相互交流（国際交流・都市魅力）
　2/27-3/12：大阪府職員の派遣
　3/18-3/31：上海市職員の受入

6/4－6/6
東ジャワ州議員団の受入

6/29 イヴァン・ガシュパロヴィチ　スロバキア共和国大統
領を迎え、歓迎昼食会を実施

6/21－6/28 東ジャワ州政府企業団の受入
7/25 知事と関西総領事等との意見交換会

「大阪府市統合本部について」
9/10－9/14 副知事を団長とする大阪府友好代表団が上海、江蘇省

を訪問
11/7－11/11 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入 12/7 グエン・シン・フン　ベトナム社会主義共和国国会議

長を迎え、歓迎夕食会を実施
3/27-3/28 カリフォルニア州上院議員の受入 1/29 知事と関西総領事等との意見交換会

「関西イノベーション国際戦略総合特区」等について
2013 平成25 4/21－28 東ジャワ州議員団の受入

6/4－6/6 東ジャワ州企業団の受入

6/10-6/12 知事がカリフォルニア州を訪問 7/5 在関西総領事等との視察、交流会

8/24 東ジャワ州知事顧問（経済開発担当）の受入 「グランフロント大阪ナレッジサロンなど」
10/22 ホーチミン市長の受入

11/10-11/17 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入

11/25 大阪府・上海市・ソウル市人材交流事業の実施
○府職員1名とソウル市職員１名がそれぞれの分野で
　相互交流(文化)
　相互交流（文化）
　11/25-11/29：大阪府職員の派遣 12/4 エンダ・ケニー　アイルランド首相を迎え、
　12/2-12/6：ソウル市職員の受入 歓迎昼食会を実施
○府職員1名と上海市職員1名がそれぞれの分野で 12/14 関西総領事等との視察

「大阪の都市魅力創造」について
　相互交流（経済） 「3Dマッピング・イルミネーション」
　3/10-3/19：大阪府職員の派遣 2/13 知事と在関西総領事等との視察、意見交換会
　1/15-1/28：上海市職員の受入 「あべのハルカスの視察」

2/16－2/20 知事が東ジャワ州を訪問 「大阪の都市魅力創造について」

3/19 チュオン・タン・サン　ベトナム社会主義共和国
国家主席を迎え、歓迎夕食会を実施

2014 平成26 4/16-4/17 カリフォルニア州上院議員の受入

4/17 ベトナム人民委員会副委員長の受入
9/18 在関西総領事等との意見交換会

「大阪への観光誘客策」「日本万国博覧会記念公園」
「大坂の陣400年天下一祭」について

10/27-11/8 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入 10/11
ベトナム　グエン・スアン・フック副首相を迎え、

11/18-21 国際交流監を団長とする上海市・江蘇省への 歓迎昼食会を実施

友好代表団の派遣
11/19 東ジャワ州官房長を団長とする教育訪問団の受入
11/28 東ジャワ州議長を団長とする訪問団の受入  
1/27 大阪府・上海市人材交流事業の実施

○府職員1名と上海市職員１名が経済分野で相互交流 12/13 関西総領事等との視察
1/28-2/10：大阪府職員の派遣 「3Dマッピング・イルミネーション」
3/17-3/30：上海市職員の受入

1/21 ホーチミン市党副書記の受入
1/30 ホーチミン市幹部訪問団の受入 2/13 在関西総領事等との意見交換会

3/12-13 江蘇省外事弁公室　費主任を団長とする訪問団の 「大阪経済活性化事業」「さらなる国際交流に向け

受入 て」「グローバル人材の育成」等について



月　日 友好交流事業 月　日 その他の事業年　度
2015 平成27 4/1 カリフォルニア州上院議員の受入

5/11-14 江蘇・日本友好省県(府)公務員対話交流会へ出席

(南京市で開催)
6/22 グローバルリーダー育成・留学促進事業(東ジャワ州

コース)
大阪府と東ジャワ州との間で高校生を相互派遣し、国
際的な視野を持ったグローバルリーダー育成の契機と
する
6/22-26 東ジャワ州の高校生20名を受入
8/2-8   府立高校生12名を東ジャワ州へ派遣

8/3-4 上海市友好代表団の受入
9/11 知事がヴァルドワーズ県を訪問

10/31-11/8 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入 9/17 在関西総領事等との意見交換会

11/3-6 植田副知事を団長とする大阪府友好代表団の派遣 「観光客、MICEの誘致等」について
（大阪府・上海市友好都市提携35周年記念訪中団）

1/5 グローバルリーダー育成・留学促進事業(ホーチミン市
コース)
大阪府とホーチミン市との間で高校生を相互派遣し、
国際的な視野を持ったグローバルリーダー育成の契機
とする
1/5-1/11 府内私立高校生10名をホーチミン市へ派遣
3/7-13 　ホーチミン市の高校生・大学生10名を受入

1/28-29 江蘇省友好代表団の受入

3/21-27 大阪府・上海市人材交流事業の実施

府職員を上海市へ派遣し上海市職員と交流（経済）
3/29 ホーチミン市長歓迎夕食会

2016 平成28 5/13 （総）領事等サッカーJリーグ試合観戦
7/5-8 江蘇・日本友好省県(府)公務員対話交流会へ出席(揚州

市で開催)
9/26 在関西総領事等との意見交換会

「都市魅力を向上させるための戦略案等」
について

10/24-30 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入 10/14 日本・ベルギー友好150周年記念ベルギー文化の祭典に
おいて、フィリップベルギー王国国王並びにマチルド
王妃両陛下と知事・市長が謁見

11/22-25 播本国際交流長を団長とする大阪府友好代表団の派遣
(上海市・江蘇省南京市)

12/20 （総）領事等「戦国・ザ・リアル at 大坂城」鑑賞

3/4 （総）領事等大阪国際がんセンター内覧
3/26 関西領事団ユースシンポジウム

「ローカリズムと心のための企業―『機嫌よう働く』
を考える」について

2017 平成29 4/13

4/21 上海市代表団を迎え、歓迎昼食会を実施
6/16 知事がヴァルドワーズ県を訪問 6/7 グエン・スアン・フック ベトナム社会主義
8/2 カリフォルニア州議員団の受入 共和国首相を迎え、懇談会および歓迎夕食会

8/6-12 高校生相互派遣・交流事業 を実施
大阪府高校生を東ジャワ州へ派遣

10/31 大阪府・ヴァルドワーズ県友好交流30周年記念クラ
シックコンサートを開催

11/6-12 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入
11/15-21 高校生相互派遣・交流事業

ホーチミン市大学生・高校生の受入
11/17 知事がヴァルドワーズ県を訪問

大阪府・ヴァルドワーズ県友好交流30周年
記念行事に参加

11/20-25 高校生相互派遣・交流事業 11/27 在関西総領事等との意見交換会
東ジャワ州高校生の受入 「大阪府・大阪市の都市魅力向上のための

1/7-12 高校生相互派遣・交流事業
大阪府高校生をホーチミン市へ派遣

取組みと2025年万博誘致に係る取組み」
について

2/2-3 江蘇省友好代表団の受入
2018 平成30 5/10

大阪府議会万博誘致海外調査団がロンバルディア州議
会議長を表敬訪問し、万博誘致に係る知事親書を手交

6/11 大阪府カリフォルニア州高校生交流事業
カリフォルニア州高校生の受入

6/15 知事がヴァルドワーズ県を訪問
大阪府夕陽丘高校とセルジー･ポントワーズ圏立音楽院
のオンラインレッスンを視察

9/14 クィーンズランド州警察が国際交流長を表敬訪問
10/9 東ジャワ州議員団の受入

10/31-11/4 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入 10/22 在大阪タイ王国総領事が太陽の塔を視察
11/1 大阪府・ヴァルドワーズ県友好交流クラシックコン

サートの開催
11/12 東ジャワ州訪問団の受入
11/21 上海市友好代表団の受入

1/28 在関西総領事等との意見交換会

3/20-23
播本国際交流長を団長とする大阪府友好代表団の派遣

「大阪の都市魅力向上のための取組み・
(上海市・江蘇省南京市) 災害時の対応の取組み」について

3/22 上海市副市長の受入

ディン・ラ・タン ホーチミン市共産党委員会書記
を迎え、歓迎昼食会を実施



月　日 友好交流事業 月　日 その他の事業年　度
2019 平成31 4/17-18 カリフォルニア州議員団の受入

令和１ 6/25 東ジャワ州副知事の受入 6/28-29 G20大阪サミット開催
7/3-9 知事がアゼルバイジャン・バクーを訪問

7/6 「百舌鳥・古市古墳群」が世界文化遺産に登録
8/5-10 高校生相互派遣・交流事業

大阪府高校生を東ジャワ州へ派遣
9/4 上海万博博物館館長の受入

10/18 大阪府・上海市友好交流演奏会の開催
10/21-28 ヴァルドワーズ県友好代表団の受入

10/23 大阪府・ヴァルドワーズ県友好交流コンサートの開催

10/29 上海市副秘書長の受入
11/18-23

高校生相互派遣・交流事業
東ジャワ州高校生の受入

1/6-11 高校生相互派遣・交流事業
大阪府高校生をホーチミン市へ派遣 1/24 在関西総領事等との意見交換会

「大阪の都市魅力の向上・外国人支援の取組み」
について

2020 令和２ 11/10 上海市主催「上海友好都市協力フォーラム」に参加
・吉村知事のビデオメッセージ
・播本国際交流監の出席


