
令和３年 令和４年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・友好交流研修生（民間）（浙江省、派遣）
・友好交流人材（技術研修員）（浙江省、受入）

・静岡県・浙江省プラットフォーム事業(環境・新産業)（R3.4-R4.3） ・環境関連企業の県内企業訪問、調査（時期未定） ○40周年協議団の派遣
・短期留学生（派遣3ヵ月/2週間、受入3か月） ・広報分野交流（派遣）（未定）  ・短期留学生（派遣2週間）

・県産水産物の輸出促進（R3.4-R4.3) ・浙江省環境関連企業訪問（未定） ・静岡県・浙江省経済交流促進機構「第30回全体会議」
・静岡県・浙江省環境ビジネスマッチング交流会（未定）

・中長期調査員第Ⅰ期（企業立地）（受入） ・定期協議受入（時期未定）
・県立総合・こども病院と浙江省内病院との交流（研修生の派遣）　～３月 ・東アジア農業遺産学会への専門家派遣 ・中長期調査員第Ⅱ期（企業立地）（受入）

・介護研修の講師派遣（時期未定）
・浙江省衛生健康委員会・民政庁訪問団来静（時期未定）  ・浙江省衛生健康委員会・民政庁健康福祉部団の派遣（時期未定）

・日中青年代表交流（派遣） ・日中青年代表交流（受入　10月～11月） ・日中青年代表交流（オンライン会議）
・高校生海外インターンシップ（時期未定）

・「千校結好」に基づく交流（時期未定）
・麗水学院高級中学校交流（三島南高校）（時期未定）

・中国国際輸入博（11/5～10）

・ふじのくに通商エキスパートの設置（通年） ・北京市中国語ＷＳ職員派遣(6/下) ・北京での県ＰＲイベント ・静岡がん会議2021
・友好交流人材（技術研修員）（北京、受入）

・クルーズ船社（中国配船日本支社）ファムトリップ（時期未定）

・香港における健康食テストマーケティング

・定期協議（4/13)
・学生交流支援（随時） ・山梨県・忠清圏との連携強化（6月-11月）
・朝鮮通信使記念茶会（6/20） ・日韓市民による会議 ・済州青少年フォーラム

・ふじのくに通商エキスパートの設置（通年） ・SEOUL FOOD 2021出展支援(7/27-30) ・ふじのくに通商エキスパートの設置 ・日韓若手経営者による交流会
・フードポリスとの交流（時期未定）

◎友好協定締結10周年訪問団派遣 ・友好協定締結10周年訪問団受入
・事業の詳細調整（生活排水処理技術支援　オンライン） ・Web研修、Webセミナー（生活排水処理技術　8月－3月）
・静岡モンゴル年文化イベント（5月－12月） ・高校生交流派遣（８月） ・高校生交流派遣（10月）

・電子メール等による遠隔技術指導（通年） ・農業技術職員の派遣 ・農業研修生の受入 ・農業技術職員の受入

・長期研修員受入（8月－2月）
・モンゴル企業訪問団の受入（時期未定） ・静岡がん会議2021

・モンゴル経済交流団派遣（時期未定） ･ウランバートル：高度人材海外合同面接会等（時期未定）
・ビジネスインターン受入（時期未定） ・介護士を目指す研修員受入
・高校生交流派遣（８月） ・高校生交流派遣（10月）

・電力研修員受入（１月-２月）
・台湾防災教育フォーラムへの講師派遣（オンライン参加） ・日台友情・防災連携強化事業（9月－12月）
・台北駐日経済文化代表処代表による知事表敬 ・日台鉄道観光サミット ・台北国際旅行展覧会（ITF）
・台北駐日経済文化代表処横浜分処長による知事表敬 ・台南市政府消防局及び基隆市政府消防局受入

・玉山との友好山交流（日本富士山協会会員主催の玉山登山　時期未定）
・ビジネスインターン受入（時期未定）

・ふじのくに通商エキスパートの設置（通年）
・ＩＴＲＩとの産業交流推進（通年） ・台北サイクリングブース出展
・訪日教育旅行受入（時期未定） ・高校生海外インターンシップ（時期未定） ・TAIWAN INNOTECH EXPO出展 ・高校生海外インターンシップ（時期未定）

・高校生の海外旅行・研修旅行（時期未定）

・ビジネスサポートデスクによる支援（通年） ・ビジネスインターン受入（時期未定）
・営業代行設置（ＴＳＪ） ・タイフェスティバル  ・ジョブフェア参加（時期未定）

・高校生海外インターンシップ、高校生の海外研修旅行（時期未定）
・日本語パートナーズ本県推薦者派遣

・訪日教育旅行の受入、高校生の海外修学・研修旅行（時期未定）
・水産・海洋技術研究所における共同研究（通年） ・第２回SSAFF開催
・ふじのくに通商エキスパートの設置（通年）
・EPA外国人介護福祉士候補者受入支援（通年） ・高校生海外インターンシップ（時期未定） ・第11回東アジア地方政府会合 ･西ジャワ州バンドン：高度人材海外合同面接会（時期未定）
・ビジネスサポートデスクによる支援（通年）

・高校生招聘（1週間） ・静岡県ビジネス支援ネットワーク会議 ・西ジャワ州研修員受入（2週間程度）
・日本語パートナーズ本県推薦者派遣

マレーシア ・こども病院とマレーシア国立循環器病センターとの交流（時期未定）

・EPA外国人介護福祉士候補者受入支援（通年）

・ビジネスサポートデスクによる支援（通年）
・EPA外国人介護福祉士候補者受入支援（通年） ・高校生の海外研修旅行（時期未定）
・ビジネスサポートデスクによる支援（通年） ・高度人材海外合同面接会（時期未定）

・日本語パートナーズ本県推薦者派遣
ミャンマーほか ・ビジネスサポートデスクによる支援（ミャンマー、通年）

・ビジネスサポートデスクによる支援（通年） ・川根本町高校生オンラインサマーキャンプ ・経済人コー円卓会議

・テランガナ州訪問団受入（時期未定）

・ビジネスサポートデスクによる支援（通年） ・ビジネスインターン受入（時期未定）
・営業代行設置（ＴＳＪ） ・在日米軍等との連携による防災訓練　9/1 ・学術機関との連携によるシンポジウム（お茶）

・日米カウンシル主催オンラインビジネスセミナーへの参加（未定）
・クルーズ船社訪問（時期未定）

・県内大学との連携による留学（派遣）ジョージタウン大学（オンラインプログラム）
・ドイツ企業との技術交流（時期未定） ・日本酒販路開拓支援（フランス）

・静岡茶の販売・PRコーナー設置（フランス　通年） ・海外農林業事情（オランダ） ・静岡茶の販路開拓支援（英国・ドイツ等）
イギリス ・営業代行設置（ＴＳＪ） ・ビジネスインターン受入（時期未定）

・営業代行設置（ＴＳＪ） ・ビジネスインターン受入（時期未定）
・ビジネスサポートデスクによる支援（通年）＊予定

フランス ・営業代行設置（ＴＳＪ）
イタリア

・ビジネスサポートデスクによる支援（メキシコ、通年） ・南米長期研修員受入（時期未定） ・エンブラエル関係者の県内企業視察（未定） ・ＩＴＡ学生の静岡理工科大学留学(未定)
・JICA訪問団（チリ）受入れ（時期未定） ・海外技術研修員受入 ・青少年ブラジル派遣事業

豪州 ・営業代行設置（ＴＳＪ） ・県立こども病院とシドニーウエストメッド小児病院との交流（研修医の派遣）
・日露地域交流年開会式(未定） ・外国人留学生等による調査事業

・浜名湖キューバヘミングウェイカップの開催                              ・在京大使館静岡県視察ツアー
・県産材輸出研究会 ・クルーズ船社（仏国・英国配船日本支社）ファムトリップ（時期未定）

外国人留学生等による調査事業

令和３年度　地域外交関連事業計画 ◎＝知事海外訪問（予定）
○＝副知事海外訪問（予定）

国、
地域

区分

中
国

浙江省
・農業調査団派遣
・農業調査団受入

その他

・泰山との友好山交流（山東省泰安市友好訪問団受入）　時期未定

韓
国

忠清南道

その他

モ
ン
ゴ
ル

ドルノゴビ県

セレンゲ県

その他

・モンゴル国とのラグビー交流（時期未定）

台
湾

全土

東
南
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド

タイ

シンガポール

インドネシア
◎知事によるトッププロモーション

フィリピン

ベトナム

インド

米
国

全土

・ネブラスカ州政府日本事務所による総合食品開発展への出展支援（時期未定）

そ
の
他
の

地
域

（欧州）

ドイツ

南米

その他

参考資料２－２



・第１回多文化共生PT会議 ・第１回多文化共生推進本部 ・第1回多文化共生審議会 ・第３回多文化共生PT会議 ・第２回多文化共生推進本部 ・第２回多文化共生審議会 ・第３回多文化共生審議会 ・第３回多文化共生推進本部

・第２回多文化共生PT会議

・センター設置訓練１

・総合調整会議１ ・総合調整会議２

・多言語情報ポータルサイトの新設

ＵＤ出前講座の実施（通年）

　 誹謗中傷・差別防止対策

・ポルトガル語版「くらしのめ」配布

・「外国人サイクリスト」への自転車安全利用周知　
外国人に対する交通安全ルールの周知
（県HP掲載（やさしい日本語（10月頃～））

多
文
化
共
生

企画･調整

災害時外国人県
民支援体制整備
事業（多文化共生
課）

外国人受入環境整
備事業（多文化共生課）

外国人県民のコミュニケー
ション支援事業（多文化共
生課）

その他事業

・多言語支援センター設置準備（先進地視察、検討会議、災害ボランティア登録、マニュアル検討・作成など）
・外国人キーパーソンの発掘・リスト化

・災害外国語ボランティアへの研修、外国人コミュニティーへの防災出前講座

・外国人向け消費者教育リーフレット作成

しずおかジョブステーション（西部）への通訳配置

定住外国人の職業訓練

・活躍人材の発掘・紹介・外国人労働者活用企業の紹介・世界の文化と暮らし出前教室・SNSを活用した多言語情報の発信・ＪETプログラムにかかる外国青年招致の支援

・不就学実態調査 ・不就学実態調査
　　　　　　中間報告

就学促進 ・不就学実態調査
　最終報告

・アースカレッジ2021

・外国人労働者雇用適正化
　憲章普及セミナー(1月末予定)

外国人留学生の定着・交流促進・生活支援・就職支援
・外国人向け消費者教育リーフレット配布・周知

定住外国人の正社員就業・職場定着支援

・センター設置訓練２

・モデル地域日本語教室の運営・教材作成委員会

・災害時外国人支援活動セミナー（10月頃）

外国人児童生徒のトータルサポート（義務教育課）

静岡県公立高等学校外国人生徒支援（外国人生徒みらいサポート事業等）（高校教育課）

･外国人の子供支援関係者ネットワーク会議10月頃

・静岡県多文化共生総合相談センター運営（委託）（電話相談、専門相談、出張相談、連携研修会等の実施）

・指導者養成講座

・行政職員向け研修

・やさしい日本語おもてなし研修

・アドバイザー設置

特定技能外国人受入実務セミナー・実務相談、技能実習生の地域共生先進事例セミナー

来日外国人材活躍支援協議会

（県HP掲載（やさしい日本語（10月頃～）及び11言語））

・リーダー養成講座・コミュニティＦＭ研修・番組作成

・新型コロナに負けない外国人生徒未来応援事業


