
※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。

モンゴル国、セレンゲ県 ドルノゴビ県

○モンゴル人材の獲得による活力取り込み
○セレンゲ県への農業技術協力など、通商の拡大に向けた技術協力
○オリンピック・パラリンピックのレガシーとしての交流促進

○青少年交流や下水道等の技術交流を通じた人材の育成

[R4]
＜要人との関係強化＞
○訪問団の派遣
時期：未定
人数：未定
内容：省庁関係者と面会、覚書の再締結ほか

＜人材育成の推進＞
○電力研修の実施
時期：１～２月
内容：技術研修

○短期研修員の受入
時期：９月７日～16日
人数：５人
内容：交流先行政機関が推薦する職員を県が選考、行政研修を実施し、窓口担当者を養成

○日本理解人材育成事業（介護）
時期：１月～２月
人数：４人
内容：若手医療従事者や看護学部生に介護の仕事や現場を紹介する研修を実施

○担当職員の派遣（機動的海外拠点ほか）
時期：６月～７月、８月
人数：１人（６，７月）２人（８月）
内容：農業訪問団支援、友好交流自治体・省庁との連絡調整、
内容：介護人材交流調査、スポーツ交流調整、友好交流調整ほか

[R4]
＜ドルノゴビ県との交流強化＞
○訪問団の派遣
時期：未定
人数：未定
内容：知事との面会、交流協議ほか

○日本理解人材育成事業（介護）
時期：１月～２月
人数：４人
内容：若手医療従事者や看護学部生に介護の仕事や現場を紹介する研修を実施

○担当職員の派遣（機動的海外拠点）
時期：7月、８月
人数：1人（７月）、２人（８月)
内容：下水技術団支援、友好交流自治体・省庁との連絡調整

＜オリンピックレガシー交流＞
○モンゴル国立馬頭琴交響楽団コンサート開催
時期：12月17日
内容：コンサートの開催（焼津市との共催）

○県内市町とモンゴル国地方自治体との交流支援
時期：随時

○県内市町とモンゴル国とのスポーツ交流支援
時期：随時 

[R3]
＜要人との関係強化＞
★訪問団の派遣【中止】
時期：10月末～11月中旬
人数：５人（知事団）
内容：省庁関係者と面会、覚書の再締結ほか

＜人材育成の推進＞
○電力研修の実施
時期：２～３月（オンライン）
人数：25人
内容：技術研修

○長期研修員の受入（セレンゲ県）
時期：８～12月（オンライン）
人数：１人
内容：セレンゲ県推薦の職員を県が選考し、職員1名が日本語研修と行政研修を実施

[R3]
＜ドルノゴビ県との交流強化＞
友好提携10周年記念行事の実施
★訪問団の派遣【中止】
時期：10月末～11月中旬
人数：5人（知事団）
内容：知事会談、記念式典

★訪問団の受入【中止】
時期：１月
人数：10人（知事団）
内容：知事会談、記念式典、共同宣言

○オンライン記念式典の開催（オンライン）
時期：１月31日
人数：24人（オンライン視聴　約800人）
内容：両県知事メッセージ、交流参加者インタビュー、文化紹介

○日本理解人材育成事業（介護）
時期：３月（オンライン）
人数：約150人
内容：若手医療従事者や看護学部生に介護の仕事や現場を紹介する研修を実施

＜地域間交流の推進＞
○県内市町とモンゴル国地方自治体との交流支援
時期：12月、随時
内容：市町担当職員情報交換会の開催、その他随時支援

○県内市町とモンゴル国とのスポーツ交流支援
時期：随時

○静岡モンゴル年2021交流イベント
・キリル文字体験会（オンライン）時期：５月　人数：５人
・メモリーアスリートの世界（オンライン）時期：６月　人数：約800人
・地域外交チャンネル 新モンゴル学園理事長講演（オンライン）時期：６月　人数：30人
・モンゴルビジネスセミナー（オンライン）時期：９月　人数：56人
・ホーミー体験会（オンライン）時期：10月　人数：７人
・モンゴル書道体験会・展示会①　時期：11月　人数：70人
・モンゴル書道体験会・展示会②　時期：12月　人数：70人
・バーチャルドルノゴビツアー（動画配信）時期：通年　人数：約800人

○ドルノゴビ日本年（現地で）
時期：５～12月
内容：日本語の歌コンテスト、静岡通りへの植樹　等

＜人材育成の推進＞
○電力研修員の受入実施
時期：２～３月（オンライン）
内容：技術研修

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 ○幅広い分野での人材交流の推進と活力取込の促進

地区

令和４年度方針

知事直轄組織 地域外交課

＜モンゴル＞



モンゴル国、セレンゲ県 ドルノゴビ県地区

[R4]
＜スポーツを通じた交流促進＞
★モンゴル国とのラグビー交流
時期：９月23～28日
人数：３人
内容：モンゴル国訪問団の受入

[R3]
＜スポーツを通じた交流促進＞
★モンゴル国とのラグビー交流【中止】
内容：モンゴル国ラグビーフットボール協会へ訪問、青少年の短期受入

[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

[R4]
＜がん予防等に関する協力推進＞
静岡がん会議2022への招へい
時期：３月４日

[R4]
＜がん予防等に関する協力推進＞
静岡がん会議2022への招へい
時期：３月４日

[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）

[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）

[R4]
＜外国人介護人材の受入促進＞
地域外交課事業に協力

[R4]
＜外国人介護人材の受入促進＞
地域外交課事業に協力

[R3]
＜外国人介護人材の受入促進＞
地域外交課事業に協力

[R3]
＜外国人介護人材の受入促進＞
地域外交課事業に協力

[R4]
＜経済交流の推進＞
★モンゴル経済交流団派遣【中止】
時期：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内容：コロナ前と同様の手法では、十分な参加企業が見込めないなど成果が期待できないため、今年度の経済交
流団の派遣を中止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○モンゴル現地調査
時期：11月４日～９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内容：労働雇用政策課によるモンゴルでの合同面接会と経営者セミナーに合わせて、来年度事業（経済ミッショ
ン、ビジネスインターン研修生受入）に向けた現地調査等のため、職員を派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○モンゴル企業訪問団の受入
内容：モンゴルの企業関係団の来静対応（随時）

○ビジネスインターン受入　
時期：７～８月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内容：ビジネスインターンの募集に対して１名の参加申込みがあったが、応募条件を満たさなかったことから、
ビジネスインターンの受入を見送った　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[R3]
＜経済交流の推進＞
★モンゴル経済交流団派遣【中止】
○モンゴル企業のふじのくに総合食品開発展への出展支援（オンライン）
時期：２月１～28日
内容：モンゴル企業によるオンライン出展を支援

★ビジネスインターン受入【中止】

○モンゴルビジネスセミナー開催
時期：９月15日
内容：
・SIBAと連携し、国際ビジネス事情講座でwebセミナーを実施
・JICA、モンゴル輸出支援機関（EITC）及び現地銀行（TDB）東京駐在員事務所による講演
・県事業紹介（経済産業部理事（産業人材確保・育成担当）、企業立地推進課）

○静岡ビジネスインターン紹介セミナー開催（オンライン）
時期：12月17日
内容：提携大学等と連携し、県内企業を対象に静岡ビジネスインターン事業を紹介

スポーツ・
文化観光部
【スポーツ
交流】

スポーツ政策課

［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

健康福祉部
がんセンター局
【医療交流】

がんセンター局
（疾病対策課）

介護保険課

企業立地推進課



モンゴル国、セレンゲ県 ドルノゴビ県地区

[R4]
＜海外からの活力取り込み＞
○海外合同面接会等の開催
時期：10月中旬
内容：高度人材と県内中小企業との合同面接会

[R3]
＜海外からの活力取り込み＞
○海外合同面接会等の開催
時期：３月12、13日
内容：高度人材と県内中小企業との合同面接会（オンライン）

○技能実習生の受入促進
時期：４月
内容：モンゴル国の技能実習生送出機関と県内の技能実習生受入農家とのオンラインミーティング
★モンゴル国の技能実習生送出機関と県内監理団体等とのマッチング会【中止】

[R4]
＜農業交流の推進＞
○農業研修生の受入
時期：10月24日～12月9日（47日間）
内容：モンゴル国から２人（うち１人はセレンゲ県）の研修生を受入。農林技術研究所を中心に、農林環境専門
職大学や農林事務所等において、米・野菜・果物などの栽培技術等について研修   

○セレンゲ県との交流
・農業技術職員の派遣
時期：６月24日～７月１日
内容：３人の職員を派遣し、施設野菜等の栽培指導を実施
・農業技術職員の受入
時期:１～２月頃

[R3]
＜農業交流の推進＞
★農業研修生の受入【中止】
代替措置として11月にオンライン研修を実施  
時期：11月11日
内容：セレンゲ県での野菜栽培について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

○セレンゲ県との交流
★農業技術職員の派遣【中止】
代替措置として６～８月にオンラインでの対面指導を実施

★農業技術職員の受入【中止】

[R4]
＜生活排水処理技術支援＞
時期：６～12月
内容：
・６月28～30日　　　：Web研修【オンライン】
・８月10～12日　　　：Web研修【オンライン】
・８月23日～９月２日：現地派遣（調査及び協議）
＜予定＞
・10月10～21日　　　：受入研修（実習、視察研修）
・11月７～14日　　　：現地派遣（技術指導、セミナー）
・12月（調整中）　　：受入研修（実習、視察研修）
・未定（調整中）　　：Web研修【オンライン】　ほか

[R3]
＜生活排水処理技術支援＞
内容：
・４～10月：現地との事業の詳細調整【オンライン】
・８月３日：ミニッツ署名式（静岡県､ﾄﾞﾙﾉｺﾞﾋﾞ県､JICAﾓﾝｺﾞﾙ）【オンライン】
・11月11日：キックオフミーティング【オンライン】
・11月24～26日：Web研修【オンライン】
・12月14～16日：Web研修【オンライン】

経済産業部
【通商・経済

交流】

労働雇用政策課
職業能力開発課

農業戦略課

交通基盤部
【インフラ
交流】

生活排水課



モンゴル国、セレンゲ県 ドルノゴビ県地区

[R4]
＜青少年交流強化＞
★高校生相互交流【派遣中止】
時期：
（派遣）８月に５日間
（受入）10～11月上旬の８日間
人数：
（派遣）高校生25人・引率等５人
（受入）高校生40人・引率等５人
（うちドルノゴビ県高校生25人・引率等３人を含む）
内容：
（派遣）県内の高校生をモンゴル国（ドルノゴビ県を含む）に派遣し、 現地高校生との交流、遊牧生活体験等
（受入）モンゴル国（ドルノゴビ県を含む）高校生と県内高校生との交流等
その他：高校生企画によるドルノゴビ県へのランドセル寄贈

[R4]
＜青少年交流強化＞
★高校生相互交流【派遣中止】
時期：
（派遣）８月に５日間
（受入）10～11月上旬の８日間
人数：
（派遣）高校生25人・引率等５人
（受入）高校生40人・引率等５人
（うちドルノゴビ県高校生25人・引率等３人を含む）
内容：
（派遣）県内の高校生をモンゴル国（ドルノゴビ県を含む）に派遣し、 現地高校生との交流、遊牧生活体験等
（受入）モンゴル国（ドルノゴビ県を含む）高校生と県内高校生との交流等
その他：高校生企画によるドルノゴビ県へのランドセル寄贈

＜人材育成の推進＞
★モンゴル国への指導主事派遣【中止】
時期：９月頃（４泊５日程度）
人数：２人
内容・テーマ：モンゴル側の意向を基に決定
教育・文化・科学・スポーツ省教員教育研究センターでの研修
学校訪問（小・中・高・特別支援）及び訪問先での講演等

○モンゴル国教員研修受入
時期：12月頃（４泊５日程度）
人数：２人
内容・テーマ：モンゴル側の意向を基に決定
総合教育センターでの研修視察、学校訪問、県教育長表敬等

[R3]
＜青少年交流強化＞
★高校生相互交流【中止】
時期：
（派遣）８月に５日間
（受入）10～11月上旬の８日間
人数：
（派遣）高校生25人・引率等５人
（受入）高校生40人・引率等５人
（うちドルノゴビ県高校生25人・引率等３人を含む）
内容：
（派遣）県内の高校生をモンゴル国（ドルノゴビ県を含む）に派遣し、 現地高校生との交流、遊牧生活体験等
（受入）モンゴル国（ドルノゴビ県を含む）高校生と県内高校生との交流等
その他：モンゴル国ドルノゴビ県との友好提携10周年記念として、県立高校生（生徒会活動等）の企画によるド
ルノゴビ県へのランドセル寄贈及びオンライン交流をモデル実施（１月14日）
モンゴル側：ドルノゴビ県第５小中高一貫学校　35人
静岡側：静岡城北高等学校（グローバル科２年）31人

[R3]
＜青少年交流強化＞
★高校生相互交流【中止】
時期：
（派遣）８月に５日間
（受入）10～11月上旬の８日間
人数：
（派遣）高校生25人・引率等５人
（受入）高校生40人・引率等５人
（うちドルノゴビ県高校生25人・引率等３人を含む）
内容：
（派遣）県内の高校生をモンゴル国（ドルノゴビ県を含む）に派遣し、 現地高校生との交流、遊牧生活体験等
（受入）モンゴル国（ドルノゴビ県を含む）高校生と県内高校生との交流等
その他：モンゴル国ドルノゴビ県との友好提携10周年記念として、県立高校生（生徒会活動等）の企画によるド
ルノゴビ県へのランドセル寄贈及びオンライン交流をモデル実施（１月14日）
モンゴル側：ドルノゴビ県第５小中高一貫学校　35人
静岡側：静岡城北高等学校（グローバル科２年）31人

＜人材育成の推進＞
★モンゴル国への指導主事派遣【中止】
時期：９月頃（１週間程度）
人数：２人
内容・テーマ：モンゴル側の意向を基に決定
・教育・文化・科学・スポーツ省教員教育研究センターでの研修
・学校訪問（小・中・高・特別支援）及び訪問先での講演等

★モンゴル国教員研修受入【中止】
時期：12月頃（１週間程度）
人数：２人
内容・テーマ：モンゴル側の意向を基に決定
・総合教育センターでの研修視察、学校訪問、県教育長表敬等
その他：交流事業は中止したがオンラインでの指導主事相互交流を実施（２月17日）
＜内容について＞
・実技実習（地層の見学、砂の顕微鏡観察等）
・理科の授業作り研修のスライドによるプレゼン等
モンゴル側：モンゴル国教育・科学省実施エージェンシー教育政策局長など 約150人
静岡側：静岡県総合教育センター所長など 約15人

教育委員会
【青少年交流】

教育政策課


