
※中止となった事業における時期、人数、内容等については、計画時点のものを記載している。

浙江省 北京 その他の地域（湖北省を含む）

○友好提携40周年に合わせた各分野における交流深化
○県産品の輸出拡大支援や県省経済交流促進機構の活用による通
商の促進
○航空会社への早期運航再開の働きかけ

○在北京日本大使館等との連携による本県のプレゼンス向上
○通商エキスパートを活用した県産品の輸出拡大支援
○航空会社への早期運航再開の働きかけ

[R4]
＜浙江省との交流強化＞
○静岡県・浙江省友好提携40周年記念式典（オンライン）
時期：11月後半
内容：両県省の会場をオンラインでつないで式典を開催

○浙江省友好提携40周年記念巡回展～中国・浙江省の暮らしと食文化～
時期：
７月２日、３日（イオンモール浜松市野）
７月９日、10日（エスパルスドリームプラザ）
７月16日、17日（日清プラザ・イトーヨーカドー三島店）
内容：県内３か所の商業施設を会場に、中国浙江省の暮らしと食文化を
テーマとした巡回展を開催

○静岡県・浙江省友好提携40周年記念フォーラム（介護分野）
時期：８月９日
内容：両県省の民間介護事業者を中心とした、介護人材の育成・活用に
関する相互協力の事例など、介護分野での取組みをテーマにフォーラム
を実施

○静岡県・浙江省友好提携40周年記念ウェビナー
時期：６月10日
内容：両県省の友好提携40周年を記念し、浙江省の特産品である紹興酒
の魅力を紹介

○紹興酒紹介セミナー等の開催支援
時期：10月11日
主催：古越龍山、塔牌（いずれも紹興酒メーカー）
内容：紹興酒のトップメーカー２社と市内ホテルが協力し、紹興酒と県
産食材で食の交流会を開催

[R4]
＜本県の知名度向上・関係強化＞
○県ＰＲイベントの実施
・料理体験イベントの実施
時期：R5.1月
内容：料理体験イベントを実施（駐在員事務所対応）

＜人材育成の推進＞
★中国技術研修生の受入【中止】
○静岡県浙江省オンライン研修事業
時期：R4.10月～R5.3月
内容：両県省の関心や方向性が一致する分野でのウェビナーの開催等

＜人材育成の推進＞
○中国技術研修生の受入【中止】

[R3]
＜浙江省との交流強化＞
★静岡県・浙江省友好提携40周年協議団の派遣【中止】

○静岡県・浙江省友好提携40周年に係る副知事・副省長会談
時期：３月28日
内容：令和４年の静岡県浙江省友好提携40周年に係る協議

○eスポーツオンラインセミナーの開催
時期：７月15日
主催：(一社)静岡県eスポーツ連合
内容：eスポーツ先進地である中国浙江省をはじめ、日中の講師がeス
ポーツの最新事情を紹介

○浙江省文化と旅游庁によるＰＲ展示及びＰＲイベントの開催
時期：11月24～26日(展示)、11月28日(イベント)
主催：浙江省文化と旅游庁
内容：浙江省文化と旅游庁による、2022年開催の杭州アジア競技大会の
ＰＲと観光誘客を目的とした、ＰＲ展示及び静岡市内でのイベント実施

○知事新春祝賀メッセージの浙江省内での放映
時期：１月１日～
場所：浙江省内
内容：浙江省内での知事新春祝賀メッセージのテレビ放映

[R3]
＜本県の知名度向上・関係強化＞
○県ＰＲイベントの実施
・料理体験イベントの開催
時期：１月31日
場所：北京市
内容：静岡おでんなどの料理体験イベント（駐在員事務所対応）。わさ
び、日本酒などのＰＲも実施。

★定期協議団の受入れ【中止】

○オンラインでの定期協議(１回目)
時期：８月19日
人数：静岡側　５人、浙江側　６人
内容：静岡県浙江省友好提携40周年に関する協議

○オンラインでの定期協議(２回目)
時期：11月17日
人数：静岡側　３人、浙江側　５人
内容：静岡県浙江省友好提携40周年に関する協議

★職員の研修派遣【中止】
時期：６月下旬
内容：北京市政府主催の中国語ワークショップに参加

○定期調査団（杭州アジア競技大会組織委員会調査団）の受入れ
時期：７月27日
場所：伊豆ベロドローム　ほか（伊豆市）
人数：４人
内容：自転車競技会場の視察、感染防止策調査、意見交換

＜人材育成の推進＞
★中国技術研修生の受入【中止】
時期：10～２月
人数：３人
分野：研修生の希望や本県側の受入体制等を元に決定

＜人材育成の推進＞
★中国技術研修生の受入【中止】
時期：10～２月
人数：１人
分野：経済

静岡県地域外交基本方針アクションプログラム（令和４年度）【令和４年９月時点】

中期的視点 ○長年にわたる浙江省との友好関係を軸とする多分野かつ多彩な交流の展開

地区

令和４年度方針

知事直轄組織 地域外交課

＜中　国＞



浙江省 北京 その他の地域（湖北省を含む）地区

[R4]
＜広報分野の相互協力協定に基づく交流＞
○記事交換
○動画交換
○人的交流
※新型コロナの感染状況を考慮して事業中止。ただし、次の代替方法に
て情報発信を実施する。（県民だよりへの記事掲載、ふじのくにメディ
アチャンネルへの動画掲載）

[R3]
＜広報分野の相互協力協定に基づく交流＞
★記事交換【中止】
★動画交換【中止】
★人的交流【中止】
※新型コロナの感染状況を考慮して事業中止

[R4]
＜環境、環境ビジネス分野における交流＞
○静岡県・浙江省環境プラットフォーム事業
時期：４～３月
内容：
・県内におけるビジネスマッチング：4月11日，25日【オンライン】
　9月27日、28日予定
・浙江省におけるビジネスマッチング【中止】
・県環境資源協会及び日中友好協議会職員による、浙江省環保産業協会
及び企業訪問：11月予定（オンラインによる意見交換）
・浙江省環境産業協会による県内環境企業訪問・調査：12月予定【オン
ラインによる意見交換】

[R3]
＜環境、環境ビジネス分野における交流＞
○静岡県・浙江省環境プラットフォーム事業
時期：４～３月
内容：
・県内におけるビジネスマッチング：２月25、28日【オンライン】
★浙江省におけるビジネスマッチング【中止】
★県環境資源協会及び日中友好協議会職員による、浙江省環保産業協会
及び企業訪問【オンラインによる意見交換】
★浙江省環境産業協会による県内環境企業訪問・調査【オンラインによ
る意見交換】

[R4]
＜東京オリンピック・パラリンピックを通じた国際交流促進＞

[R3]
＜東京オリンピック・パラリンピックを通じた国際交流促進＞
★事前キャンプ誘致、受入及び市民交流等【延期】

[R4]
＜友好山提携に基づく相互交流支援＞  
〇泰安市からの友好訪問団受入（日本富士山協会事業）
時期：未定
人数：未定
内容：未定
当年度は泰安市が来日する順番のため、泰安市からの連絡を受けて対応
する。                                                                

[R3]
＜友好山提携に基づく相互交流支援＞【中止】                                                                   

[R4]
＜大学間及び学生間交流の促進＞
・県内大学生の浙江省内大学への派遣:最大12名
★浙江省内大学生の県内大学への受入れ:最大12名【中止】

[R3]
＜大学間及び学生間交流の促進＞
★短期留学生相互交流【中止】
・県内大学生の浙江省内大学への派遣:最大12名
・浙江省内大学生の県内大学への受入れ:最大12名

[R4]
＜観光誘客の促進＞
○オンラインファムツアー

[R4]
＜観光誘客の促進＞
○商談会・観光展出展
○ＳＮＳによる情報発信

[R3]
＜観光誘客の促進＞
○商談会・観光展出展
○ＳＮＳによる情報発信

知事直轄組織 広聴広報課

くらし・
環境部、
経済産業部
【環境交流】

環境政策課、
新産業集積課

スポーツ・
文化観光部
【スポーツ
交流】

［R3］
オリンピック・
パラリンピック

推進課
［R4］

スポーツ
コミッション

担当室

富士山
世界遺産課

大学課

観光振興課

スポーツ・
文化観光部
【文化・観光

交流】



浙江省 北京 その他の地域（湖北省を含む）地区

[R4]
＜定期便の利用促進＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○中国路線の需要喚起
・ファムトリップ、プロモーションの実施等

[R4]
＜定期便の利用促進＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○新型コロナウイルス感染症収束後の運航再開・就航促進のための航空
会社訪問（北京首都航空）　
○中国路線の需要喚起
・ファムトリップ、プロモーションの実施等

[R4]
＜定期便の利用促進＞
○新型コロナウイルス感染症収束後の運航再開・就航促進のための航空
会社訪問（中国東方航空）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○中国路線の需要喚起
・ファムトリップ、プロモーションの実施等
○旅行会社に対するチャーター便運航の働きかけ（香港）

[R3]
＜定期便の利用促進＞
○中国路線の需要喚起
時期：２月20日～３月17日                                            　　 
内容：静岡路線の認知度向上プロモーション（旅行会社のWEBサイトを
活用した静岡路線及び本県観光情報の発信）

[R3]
＜定期便の利用促進＞
○中国路線の需要喚起
時期：２月20日～３月17日                                            　　 
内容：静岡路線の認知度向上プロモーション（旅行会社のWEBサイトを
活用した静岡路線及び本県観光情報の発信）

[R3]
＜定期便の利用促進＞
○新型コロナウイルス感染症収束後の運航再開・就航促進のための航空
会社訪問（日本からの訪問は延期、現地駐在員事務所が航空会社と連
絡、情報収集などを随時実施）

○中国路線の需要喚起
時期：２月20日～３月17日                                          　　 
内容：静岡路線の認知度向上プロモーション（旅行会社のWEBサイトを
活用した静岡路線及び本県観光情報の発信）

[R4]
＜医療衛生分野、健康長寿分野での交流促進＞
★衛生健康委員会との医療衛生分野における交流【中止】
時期：未定
内容：健康福祉部訪問団の派遣
★民政庁との健康長寿分野における交流【中止】
時期：未定
内容：健康福祉部訪問団の派遣

○静岡県・浙江省友好提携40周年記念フォーラム（介護分野）【再掲】
時期：８月９日
内容：両県省の民間介護事業者を中心とした、介護人材の育成・活用に
関する相互協力の事例など、介護分野での取組みをテーマにフォーラム
を実施

＜介護分野での交流促進＞
○介護分野における交流
時期：未定
内容：介護研修の講師派遣

[R3]
＜医療衛生分野、健康長寿分野での交流促進＞
★衛生健康委員会との医療衛生分野における交流【中止】
内容：健康福祉部訪問団の派遣
★民政庁との健康長寿分野における交流【中止】
内容：健康福祉部訪問団の派遣

＜介護分野での交流促進＞
★介護分野における交流【中止】
内容：介護研修の講師派遣

[R4]
＜人材育成の推進＞
○県立総合病院・県立こども病院での中国研修生受入れ
時期：５～３月

＜病院間の連携の推進＞
○浙江省への訪問団派遣（40周年記念事業）
・高度共同研究に関する協定締結
・災害時協力協定締結
・共同研究に関する協定締結

[R3]
＜人材育成の推進＞
★県立総合病院・県立こども病院での中国研修生受入れ【中止】
時期：５～３月
★招へい講演【中止】
★浙江省での医学研修【中止】
★浙江省からの研修医師の受入【中止】

＜病院間の連携の推進＞
○浙江省医療機関からの訪問団受入れ　動画による祝辞
・静岡社会健康医学大学院大学記念式典への浙江省関係機関の招待
★浙江省への訪問団派遣【中止】
・浙江省中医薬大学付属第一医院との友好覚書の締結
・浙江省衛生健康委員会、浙江大学医学院等と災害時協力協定締結

[R4]
＜がん予防等に関する協力推進＞

[R3]
＜がん予防等に関する協力推進＞
★静岡がん会議2021への招へい【中止】
時期：３月４日（オンライン）　

空港振興課

企画政策課、
介護保険課

県立病院機構

がんセンター局
（疾病対策課）

健康福祉部
【医療、
介護交流】



浙江省 北京 その他の地域（湖北省を含む）地区

[R4]

[R3]
＜企業の海外展開支援＞
○香港における健康食テストマーケティング[オンライン]
時期：10月15日～１月31日
内容：自動販売機の設置
場所：香港　ショッピングモール内

[R4]
＜県産品の輸出拡大＞

[R4]
＜県産品の輸出拡大＞

[R3]
＜県産品の輸出拡大＞
○中国国際輸入博出展企業と浙江省企業との商談支援

[R3]
＜県産品の輸出拡大＞
○中国国際輸入博出展
時期：11月５～10日
○“ふじのくに通商エキスパート”の設置

[R4]
＜経済交流の推進＞
○静岡県・浙江省ビジネス交流会【オンライン】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
時期：11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内容：両県省におけるビジネス展開事例を紹介
○静岡県・浙江省経済交流促進機構「第31回全体会議」【オンライン】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
時期：11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内容：事業総括と翌年の事業計画の確認、及び意見交換
○静岡県・浙江省経済交流シンポジウム【オンライン】
時期・内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・９月27日　在浙江・静岡県関係企業の投資事業高度化サポート交流会
・２月（予定）（内容調整中）
★浙江省からの中長期調査員の受入【中止】
★業種別国際分業調査研究【中止】

[R3]
＜経済交流の推進＞
★中長期調査員受入【中止】
○静岡県・浙江省経済交流シンポジウム【オンライン】
時期・内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・11月22日　浙江省進出県内企業が直面する各種経営環境問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・３月３日　日本の製造業にとっての戦略的ものづくり手法　　
○静岡県・浙江省経済交流促進機構「第30回全体会議」
時期：３月28日
場所：オンライン
内容：2021年事業総括と2022年事業計画等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★業種別国際分業調査研究【中止】

[R4]
＜農業交流の促進＞
★農業調査団の相互派遣【中止】
○学術交流会開催【オンライン】
時期：11月9日
内容：世界農業遺産の保護と活用について
○農業交流促進委員会実施【オンライン】
時期：10月21日
内容：2023年と2024年の２年間の交流計画について協議

＜研究開発　海外展開＞
香港と輸出貯蔵試験を実施予定

[R3]
＜農業交流の促進＞
★農業調査団の相互派遣【中止】

[R4]
＜世界農業遺産に関する交流＞
○東アジア農業遺産学会への専門家派遣
時期：11月中旬
場所：オンライン
内容：FAO(国連食糧農業機関)の世界重要農業遺産システム(GIAHS)の取
組の発展及び東アジアの農業システムの持続可能性に貢献するために設
立された東アジア農業遺産学会(ERAHS)の第７回ERAHS会議開催

＜お茶まつりへの出展＞
○地域外交課を通じて第８回世界お茶まつり秋の祭典（R4.10）におい
て世界大茶会３ブース分の出展、令和４年度農促会を世界お茶まつりと
同時開催

[R4]
＜お茶まつりへの出展＞
第８回世界お茶まつりへの出展

[R3]
＜世界農業遺産に関する交流＞
★東アジア農業遺産学会への専門家派遣【R4に延期】
場所：浙江省慶元県
内容：FAO(国連食糧農業機関)の世界重要農業遺産システム(GIAHS)の取
組の発展及び東アジアの農業システムの持続可能性に貢献するために設
立された東アジア農業遺産学会(ERAHS)の第７回ERAHS会議開催

＜お茶まつりへの出展＞
○地域外交課を通じて国内在住の前回出展者を中心に第８回世界お茶ま
つり秋の祭典（R4.10）への出展について打診

[R3]
＜お茶まつりへの出展＞
○地域外交課を通じて国内在住の前回出展者を中心に第８回世界お茶ま
つり秋の祭典（R4.10）への出展について打診

新産業集積課

マーケティング課

企業立地推進課

農業戦略課

お茶振興課

経済産業部
【通商】



浙江省 北京 その他の地域（湖北省を含む）地区

 [R4]
＜県産品の販路拡大＞
○県産水産物の輸出促進
時期：通年
内容：テスト輸出や専門家による助言等により県内水産物の複数の輸出
ルート構築や課題解決を図る（関係団体や商社との連携による複線化、
ネットワーク化）。

 [R3]
＜県産品の販路拡大＞
○県産水産物の輸出促進
時期：通年
内容：テスト輸出や専門家による助言等により県内水産物の複数の輸出
ルート構築や課題解決を図る（関係団体や商社との連携による複線化、
ネットワーク化）。
※テスト輸出については、中止

[R4]
＜港湾を通じた交流促進＞
○国際クルーズ拠点形成に係るゲンティン香港との調整等

[R3]
＜港湾を通じた交流促進＞
○国際クルーズ拠点形成に係るゲンティン香港との詳細調整に向けた取
組

＜★クルーズ船社ファムトリップ＞【中止】
対象：中国配船日本支社
場所：県内港湾及び周辺施設等
人数：中国配船船社日本支社２名
内容：県内港湾へのクルーズ船誘致のため、高知県・和歌山県と連携
し、中国配船船社の担当者を招聘し、港湾及び周辺の観光施設等を視察

[R4]
＜学校間交流の推進＞
○「千校結好」に基づく交流
時期：通年
内容：学校間交流等の促進

○県立三島南高等学校の麗水市麗水学院高級中学校交流事業
時期：未定
人数：未定

[R4]
＜グローバル人材の育成＞
○高校生海外インターンシップ
時期：未定
人数：未定
内容：企業の現地責任者からの聞き取り、就労体験学習

[R3]
＜学校間交流の推進＞
○「千校結好」に基づく交流
時期：通年
内容：学校間交流等の促進

○県立三島南高等学校の麗水市麗水学院高級中学校交流事業
・オンライン交流
時期：12月15日
人数：16人

[R3]
＜グローバル人材の育成＞
★高校生海外インターンシップ【中止】
内容：企業の現地責任者からの聞き取り、就労体験学習

高校生海外インターンシップ（オンライン）
時期：３月23日
人数：高校生53人、教員５人
内容：静岡銀行本部及び香港支店とオンラインで結び、国際業務の説明
やオンライン交流、質疑応答を実施

[R4]
＜青少年交流の推進＞
○日中青年代表交流の実施
・派遣・受入（予定）
・HPを活用した交流
・姉妹校提携に向けた準備
・中国浙江省魅力探求セミナー
(おいしいお茶で中国を知っChaおう!!　時期：７月10日）
・オンライン会議
時期：６月、１月（予定）

[R3]
＜青少年交流の推進＞
○日中青年代表交流の実施
・★派遣・受入【中止】
・HPを活用した交流
・姉妹校提携に向けた準備
・★中国浙江省魅力探求セミナー【中止】
・オンライン会議
時期：６月22日、１月27日

水産振興課

交通基盤部
【インフラ
交流】

港湾振興課

教育委員会
【青少年
交流】

高校教育課

社会教育課


