
 

市長定例記者会見事項書 
 

 

        と き 平成２４年１２月３日（月)１１時００分～ 

        ところ 庁議室（市本庁舎４階） 

 

 

○津市における公用携帯電話の配置拡充について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○津市とパリ地域経済開発局(ARD)並びにジュネーブ州産業振興機構(OPI) 

 との経済交流に関する協力協定への調印について 

 



 

定例記者会見 平成２４年１２月３日（月）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

政策財務部 財産管理課 

（電話２２９－３１２５） 

財産管理課長 

村田 宗秀 

 
津市における公用携帯電話の配置拡充について 

 

 本市では、これまで外出時の緊急的な連絡手段として一部の部署に公用携帯電話を

配置しておりますが、この度、配置の考え方の見直しを行うことにより、下記のとお

り既存の２２台から９７台に配置拡充します。 
 

記 
 

１ 現状 

 ⑴ 配置台数 

   ２２台 

 ⑵ 配置の考え方 

   外出時の緊急的な連絡手段として、一部の部署に合計２２台を配置しています。 
 

２ 今後の対応 

 ⑴ 配置拡充の台数 

   ７５台 

 ⑵ 配置拡充の考え方 

   次の考え方から、配置拡充を行います。 

  ア 外出時の職員所有の携帯電話の公務使用を改め、公私の峻別化を図ります。 

  イ 公用携帯電話の使用により、職務遂行の徹底認識を図り、コンプライアンス

の確保につなげます。 

  ウ 職員のプライバシーに係る個人情報保護の徹底を図ります。 

  エ 外出時の公用携帯電話の携帯により、迅速かつ効率的な事務処理の推進を図

ります。 

 ⑶ 配置時期 

   平成２５年７月頃 

 ⑷ 拡充後の配置総台数 

   ９７台 
 

３ 公用携帯電話管理のあり方 

  公用携帯電話は、次のとおり適正な管理を行います。 

 ⑴ 事務処理における公用携帯電話使用の徹底を図ります。 

 ⑵ 公用携帯電話取扱基準を作成します。 

 ⑶ 公用携帯電話使用記録簿を作成し、使用の状況を明らかにします。 



 

定例記者会見 平成２４年１２月３日（月）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

商工観光部 産業政策振興課 

（電話２４４－１７６０） 

産業政策振興課長 

藤牧 和弘 

 
  津市とパリ地域経済開発局（ARD）並びにジュネーブ州産業振興機構（OPI） 

  との経済交流に関する協力協定への調印について 
 
 津市とパリ地域経済開発局（ARD：Agence Régionale de Développement Paris 

Île-de-France）並びにジュネーブ州産業振興機構（OPI：Office de Promotion des 

Industries et des Technologies）との経済交流に関する協力協定への調印を行いま

した。 

 

１ パリ地域経済開発局（ARD）との協力協定調印 

 ⑴ 協定名（合意書） 

   Protocole de collaboration（合意書(フランス語版)：別添１－１） 

   日本国三重県津市とフランス共和国パリ地域経済開発局の双方の経済分野に

おける交流促進に関する合意書（合意書(日本語版)：別添１－２） 

 ⑵ 調印日 

   平成２４年１１月２０日（火） ※日本時間２１日（水） 

 ⑶ 調印者 

   パリ地域経済開発局（ARD）局長 シャビーヌ・アンジャルベール 

（Sabine Enjalbert）氏 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    調印終了後、アンジャルベール局長と       ARDでの市長挨拶 
 

 ⑷ 調印式及びレセプションにおける会談結果 

   パリ地域経済開発局（ARD）のシャビーヌ・アンジャルベール局長及び担当部

長についてはともに日本との関わりが深く、津市の中小企業７社で構成される津

市欧州ミッション団や、日本貿易振興機構（JETRO：Japan External Trade 

Organization）パリ事務所関係者、自治体国際化協会（CLAIR：Council of Local 

Authorities for International Relations）パリ事務所関係者も交え、終始和

やかな雰囲気での調印式、レセプションとなりました。 



   シャビーヌ・アンジャルベール局長からは、「パリ地域に立地する企業の国際

的な活動を支援するパリ地域経済開発局（ARD）として、津市と協力協定の締結

に至ったことを嬉しく思う。これを契機に、パリ地域経済開発局としても産業支

援機関としてのプレゼンスを発揮していきたい」という旨の発言があり、これに

対して市長から「２００９年にフランスローヌ＝アルプ地域圏の行政体など８者

間で結んだ協定から始まり、今日、パリを中心としたイル＝ド＝フランス地域圏

で中小企業への新たな国際的支援の取組につながった。大変有意義であり、皆様

とともにスタートが切れたことを嬉しく思う。公的機関の形式的な合意を越えて、

より具体的な企業間のビジネスマッチングにつながるよう、ARDとの前向きかつ

実践的な調整を進めたい。」と発言し、協定書の調印が行われました。 

また、市長とシャビーヌ・アンジャルベール局長の間では、今回の協力協定調

印を機に、津市とパリ地域経済開発局（ARD）が連携し、津市とパリ地域の国際

間における中小企業連携を支援しつつ、メカトロニクスや医療・福祉機器関連、

環境・エネルギーや航空宇宙産業等の分野において両地域の産業が持つ強みを活

かしながら、今後も継続的に経済交流を促進していくことが確認されました。 

   レセプションでは、両地域から津市の特産品とパリの特産品を持ち寄り、お互

いの文化や観光に関する意見交換も行われました。 
 

        
        ARD関係者との意見交換           レセプション風景 
 

２ ジュネーブ州産業振興機構（OPI）との協力協定調印 

 ⑴ 協定名（覚書） 

   Memorandum of cooperation between Office of Promotion of industries and 

technologies (OPI) of Geneva-Switzerland and the City of TSU (Prefecture 

of Mie)（覚書:別添２－１）※日本語に翻訳したものを別添２－２として添付 

 ⑵ 調印日 

   平成２４年１１月２１日（水） ※日本時間では２２日（木） 

 ⑶ 調印者 

   ジュネーブ州産業振興機構（OPI）代表 ピエール-フランソワ・アンジェ 

   （Pierre-François Unger）氏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      調印終了後、アンジェ代表と         OPIでの市長挨拶 

 ⑷ 調印式及びレセプションにおける会談結果 

   ジュネーブ州産業振興機構（OPI）のピエール-フランソワ・アンジェ代表から、

「今回の協定調印は両地域の中小企業にとって新たなビジネスチャンスが生ま

れるまたとない機会。今回の合意については、世界的に見れば小さなものではあ

るが、小川がいずれ大河を形成するように、両地域の経済交流を持続的に発展さ

せるとともに、将来的にはこの協力関係を産業面のみならず観光・学術面にも広

げ、多方面において両地域に利益をもたらすことに繋がることを期待する。」と

の発言がありました。 

   これに対し、市長からは「ジュネーブ州産業振興機構（OPI）との協定は行政

主導ではなく、民間企業の熱意が行政を動かし実現したものであり成果が期待で

きる。ジュネーブ州との関係性を深めるだけでなく、将来に向けて実際のビジネ

スが実現されるよう願っている。」と発言しました。 

   ジュネーブ州産業振興機構（OPI）関係者及び欧州原子核研究機構（CERN: 

Organisation européenne pour la recherche nucléaire）関係者、ジュネーブ

州企業関係者、津市欧州ミッション団、日本貿易振興機構（JETRO：Japan External 

Trade Organization）ジュネーブ事務所関係者等の参加のもと開催されたレセプ

ションでは、両地域の企業間での活発なビジネスマッチングが繰り広げられると

ともに、各国出身の研究者とともに科学技術開発や欧州経済、世界経済に至るま

で繊細かつ高度な議論を繰り広げることができ、たいへん有意義な時間となりま

した。 

   今後、津市とジュネーブ州産業振興機構（OPI）とは、定期的な情報交換や人

的交流の実施を含め、主に中小企業のための新事業創出や技術交流、研究、共同

開発の機会創出を行うとともに、メカトロニクス産業やクリーンテックを中心と

した産業振興、さらには産業投資や企業立地、学術分野の人事交流等も含めた両

地域の協力関係を強化していきます。 
 

        
       OPI関係者との意見交換          レセプション風景 

 

３ 中小企業の新事業創出やビジネス展開の具体的な動き・見通しと津市とパリ地域

経済開発局（ARD）、ジュネーブ州産業振興機構（OPI）による協定に基づく支援 
 

  津市として中小企業の海外展開支援を行うにあたり、２つの観点から事業展開を

進めています。 

  一つは、複数の中小企業の連携体「クラスター」を支援するものであり、もう一

つが個々の企業それぞれの海外展開を支援するものです。 

  今回の津市欧州ミッションでは、参加された中小企業７社の内、５社により構成

されるクラスター「津市ルネサンス５」と、ジュネーブ州の企業「SRB ENERGY RESERCH」



との間で、SRB社製品の日本市場における取り扱いの全てを津市ルネサンス５に独

占的に委託する旨の協力合意契約書が締結され、津市ルネサンス５が、日本市場の

需要に合う太陽集熱パネルの周辺機器の開発を調査、研究する事が確認されました。 

  また、中小企業個々の動きとしては、ミッション中の企業訪問により１６社との

商談が行われ、具体的な引き合い等もあり、今後商談成立に向けて行われる各企業

の取り組みをサポートします。 

  成果の創出にはある程度の時間が必要ですが、中小企業のクラスター支援から生

まれる成果と、中小企業個々の海外展開支援から生まれる成果の両面からのサポー

トにより成果を創出していきたいと考えています。 

  今回のこの二つの産業協力協定を新しいステップとして、本市では市内中小企業

とフランス、スイスの企業との、国際間の中小企業連携をサポートし、新事業創出

や事業拡大に取り組み、両地域の互恵的な経済活性化を目指します。 

 



別添１ー１



別添１ー２



別添２ー１



別添２－２（日本語訳）

日本国三重県津市とスイスジュネーブ州産業振興機構（OPI）の協力に関する覚書

締結日　2012 年 11 月 21 日

締結場所　スイスジュネーブ市

甲　　　　ジュネーブ州産業振興機構（OPI）

乙　　　　三重県津市商工観光部産業政策振興課

（序文）

　二者間の協力連携と相互理解のため、2012 年 11 月 21 日、津市と OPI の代表者により、

当該協力に関する覚書（以下「覚書」とする。）に署名する。

　この覚書は法的に無効であるが、二者は各般の振興事業と相互支援を通じ、メカトロ

ニクス産業とクリーンテックの開発、並びにその他の分野における互恵的な成果創出を

目指すものとする。

　二者の関係は、協力連携と合意に基づく各取組みにより、継続的に強化されるもので

ある。

（目的）

　二者は、この覚書による法的拘束を受けるものではないが、二者間の包括的協力体制

の構築、及び、すべての関連産業における津市と OPI の協力関係の強化、また、二国間

の技術と経済の振興、並びに二者を提携者足らしめる共同事業を促進することとする。

　二者間の協力事項については以下に記載する。ただし、これに限定するものではない。

１　二者間の協力を通じ、定期的な情報交換、人的交流の実施を含め、主に中小企業の

　　ための新事業創出、並びに、技術交流、研究、共同開発の機会の創出。

２　メカトロニクスとクリーンテック分野における技術的成果の産業化を促進するため

　　の、技術プロジェクトに関する相互協力の活性化。

３　産業投資や企業立地等の機会を図ることに関する、二者間の協力関係の強化。

４　一方から推奨された産業プロジェクトに関する適切なサービスは、他方の企業にも

　　提供されるものであること。

５　他方の人材育成のための、良好な研修環境プラットフォームの提供。

６　両地域の商工業の先進企業間における交流促進のため、二者間の技術商談会の組織

　　編成。

７　両地域の学術的施設の教官、及び学生の交流促進。

８　大学や産業分野における著名人の招聘や推薦、並びに、その確保が可能であれば、

　　二者の政策アドバイザーとすること。

９　双方の政府、並びに企業間の相互訪問の促進。

二者の代表者は、これにより戦略的協力に関する覚書に署名する。

協力事項の詳細については、今後も継続的に議論されるものとする。

当該覚書は、２通の英文による文書から成り、双方が各１通を保管する。

甲　スイス国ジュネーブ州産業振興機構

　　OPI 代表

　　ピエール・フランソワ　アンジェ

乙　日本国三重県津市

　　津市長　前葉　泰幸
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