
※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。

タイ インドネシア ベトナム シンガポール インド、その他の地域

[R4]
＜グローバル人材の育成＞
○国際交流基金日本語パートナーズ派遣事業
時期：通年
人数：一般県民　4名（募集1名、派遣3名）
内容：2023年度派遣者の募集、選考、推薦及び2022年
度派遣予定者の派遣

[R4]
＜グローバル人材の育成＞
○国際交流基金日本語パートナーズ派遣事業
時期：通年
人数：一般県民　5名（募集1名、派遣4名）
内容：2023年度派遣者の募集、選考、推薦及び2022年
度派遣予定者の派遣

[R4]
＜グローバル人材の育成＞

[R4]
＜グローバル人材の育成＞
○日本語スピーチコンテスト優勝者のホームステイ実
施【コンテストは実施、ホームステイは中止】
時期：３月
内容：例年、コンテスト優勝者を本県に招待し、ホー
ムステイを実施してきたが、R4年度についても、新型
コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、主催者の判断
でホームステイ実施は中止となった。

[R4]
＜インドとの地域間交流＞
○テランガナ州との交流
時期：未定
内容：政府関係者等の受入を行い、経済協力や人的・
知的交流に向けた覚書を調印

○駐日インド大使館職員（一等書記官ら）来静
時期：４月22日
訪問先：県庁(部長表敬)、ZOHOジャパン、茶の都
ミュージアム

○駐日インド大使来静
時期：８月22～23日
訪問先：県庁(知事表敬)、日本平夢テラス等

＜文化交流の促進＞
○タイ関連イベントの支援【中止】
時期：８月
内容：タイフェスティバル
タイ王国関係者と連携し、静岡市内の友好イベントを
支援

＜経済交流の促進＞
○出野副知事によるプロモーション
時期：11月下旬
場所：西ジャワ州
内容：第11回東アジア地方政府会合（同州バンドン
市）出席、ビジネス支援ネットワーク会議開催（投
資・経営関係セミナーや交流会の実施による現地展開
静岡県企業とのネットワーク拡大）等

○現地展開企業とのネットワーク拡大
内容：現地経済セミナー等への参加を通じた現地展開
静岡県企業の状況調査とネットワーク拡大（随時）

＜経済交流の促進＞
○現地展開企業とのネットワーク拡大
内容：現地経済セミナー等への参加を通じた現地展開
静岡県企業の状況調査とネットワーク拡大（随時）

○インド人材獲得調査（テランガナ州等の訪問）
時期：未定
内容：同州を訪問し、州政府等との関係を構築すると
ともに、同州等における就職状況、人材獲得ニーズを
調査

＜観光誘客の促進＞
○フィリピン人向けモニターツアー
時期：５月14-15日
内容：
・インフルエンサーFumiya氏動画作成
・ツアー造成及びフィリピンへの広報

＜経済交流の促進＞
○現地展開企業とのネットワーク拡大
内容：現地経済セミナー等への参加を通じた現地展開
静岡県企業の状況調査とネットワーク拡大（随時）

＜西ジャワ州との地域間交流＞
〇西ジャワ州職員らの来静
時期：７月５～６日
内容：実務者協議及び県内企業視察

○人材育成及び経済分野における協力推進に係る覚書
更新
時期：11月
内容：2017年11月に調印した同覚書の更新（出野副知
事の同州訪問時に更新記念式典を開催（予定））

○西ジャワ州政府職員を対象とした研修
時期：２月
人数：調整中
内容：同州政府の行政課題の解決につながる分野にお
ける技術研修員の受入（オンライン５日程度、実地10
日程度）

＜経済交流の促進＞
○現地イベント等への出展

○ＩＴ企業ZOHO社と川根本町との交流支援
時期：未定
内容：川根高校生のオンラインサマーキャンプ参加

[R3]
＜グローバル人材の育成＞
○国際交流基金日本語パートナーズ派遣事業
時期：通年
人数：一般県民　6名（募集3名、派遣3名）
内容：2022年度派遣者の募集、選考、推薦及び2020年
度派遣予定者の振替派遣

[R3]
＜グローバル人材の育成＞
○国際交流基金日本語パートナーズ派遣事業
時期：通年
人数：一般県民　4名（募集4名）
内容：2022年度派遣者の募集、選考、推薦
※2020年度派遣予定者3名を振替派遣予定としていた
が、国際交流基金において、現地の新型コロナウイル
ス感染症の状況やインドネシア教育省の考え等を総合
的に検討した結果、派遣中止を決定済

[R3]
＜グローバル人材の育成＞
○国際交流基金日本語パートナーズ派遣事業
時期：通年
人数：一般県民　2名（派遣2名）
内容：2020年度派遣予定者の振替派遣
※2022年度派遣者の募集、選考の結果、ベトナムにつ
いては推薦者がいなかった。

[R3]
＜グローバル人材の育成＞
★日本語スピーチコンテスト優勝者のホームステイ実
施【コンテストは実施、ホームステイは中止】
時期：7月（コンテスト）
内容：例年、コンテスト優勝者を本県に招聘し、ホー
ムステイを実施してきたが、R3年度については、新型
コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、主催者の判断
でホームステイ実施は中止となった。

[R3]
＜インドとの地域間交流＞
★テランガナ州との交流【延期】
内容：新型コロナウイルス感染症の影響で、政府関係
者等の本県受入、経済協力や人的・知的交流に係る覚
書調印に向けた実務者協議の実施が困難となったた
め、来年度以降に延期

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 企業活動の支援や県産品の輸出拡大による経済交流の促進と活力の取り込み

国

令和４年度方針

○インドネシア 西ジャワ州との関係強化および現地進出県内企業とのネットワーク拡大による経済交流の促進
○ビジネスサポートデスクを通じた県内企業の海外展開や県産品の輸出拡大支援等による通商の拡大
○外国人材と県内企業のマッチングによる活力取り込み
○ハラール・コーシャ等の多様な食文化に対応した食の提供などによる外国人に選ばれる地域づくり

知事直轄組織 地域外交課

＜東南アジア・インド＞



タイ インドネシア ベトナム シンガポール インド、その他の地域国

[R3]
＜文化交流の促進＞
★タイ関連イベントの支援【中止】
時期：８月
内容：タイフェスティバル
タイ王国関係者と連携し、静岡市内の友好イベントを
支援

[R3]
＜経済交流の促進＞
★知事によるトッププロモーション【中止】
時期：11月上旬
場所：西ジャワ州
内容：第11回東アジア地方政府会合（西ジャワ州バン
ドン市）への出席及びビジネス支援ネットワーク会議
の開催（投資、経営関係セミナー実施及び交流会の実
施を通じて現地展開静岡県企業とのネットワーク拡
大）等
※各国の新型コロナウイルス感染症の状況や各国間の
渡航制限等を踏まえ、主催者（西ジャワ州）と事務局
（奈良県）にて令和４年11月への再延期を決定済

[R3]
＜経済交流の促進＞
○現地展開静岡県企業とのネットワーク拡大
内容：現地経済セミナー等への参加を通じた現地展開
静岡県企業の状況調査とネットワーク拡大（随時）

[R3]
＜経済交流の促進＞
○あさぎりドローンプロジェクト
時期：９月９日
場所：あさぎりフードパーク（富士宮市）
内容：シンガポールのスタートアップ企業や県内の事
業者と連携し、ドローンの遠隔操作技術を活用した、
リアルとオンラインの組み合わせによるハイブリッド
型旅行商品のバーチャルツアー体験会開催（マイブレ
ンドティー体験、ドローンの遠隔飛行体験（参加者が
シンガポールからドローンを遠隔操作）、日本酒の利
き酒体験）

[R3]
＜インドとの地域間交流＞
○ＩＴ企業ZOHO社と川根本町との交流支援
時期：１～２月
内容：川根高校でのプログラミング研修（計７回）
人数：川根高校生2名

＜経済交流の促進＞
○現地展開静岡県企業とのネットワーク拡大
内容：現地経済セミナー等への参加を通じた現地展開
静岡県企業の状況調査とネットワーク拡大（随時）

＜西ジャワ州との地域間交流＞
★西ジャワ州とのオンライン交流の実施【中止】
時期：1月
内容：知事のトッププロモーション中止の代替とし
て、オンライン知事会談を調整したが、西ジャワ州知
事に緊急案件が発生したため、中止とした。

○インドネシア向け本県観光PR動画公開
時期：11月
内容：インドネシア人向け日本語学習YouTubeチャンネ
ルを運営するワゴム社と連携し、本県を旅行しながら
初級日本語を学習する内容の動画を公開

○県民向け西ジャワ州魅力紹介オンラインセミナー実
施
時期：１月18日
内容：県民に西ジャワ州の魅力を紹介するオンライン
セミナーを実施（地域外交チャンネル）

○現地イベント等への出展 ＜経済交流の促進＞

○西ジャワ州政府職員を対象とした研修
時期：２月16日
人数：受講者約140名
内容："i-Construction"をテーマに、ICTを活用した建
設分野における生産性向上、３次元点群データの活用
とその可能性に関するオンライン研修を実施
※新型コロナウイルス感染症の影響により、本県での
実地研修は中止し、オンライン研修のみ実施

○現地展開静岡県企業とのネットワーク拡大
内容：現地経済セミナー等への参加を通じた現地展開
静岡県企業の状況調査とネットワーク拡大（随時）

[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]
＜留学生の受入促進＞
○高校生招聘
時期：12月（予定）
人数：高校生８名、引率職員１名
目的：県内高等教育機関等を訪問し、留学意識を醸成

[R3]
＜留学生の受入促進＞
○高校生招聘【オンライン】
時期：12月
人数：高校生 20名、引率職員等 ２名
目的：オンラインにて、県内高等教育機関の研究室を
訪問し、留学意識を醸成　　

知事直轄組織 地域外交課

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

大学課



タイ インドネシア ベトナム シンガポール インド、その他の地域国

[R4]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R4]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R4]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R4]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R4]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R3]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R3]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R3]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R3]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R3]
＜映画を契機とした交流促進＞
○映画等の県内ロケ地情報の発信

[R4]
＜観光誘客の促進＞
○海外メディア露出・掲載
○商談会・観光展出展
○ＳＮＳによる情報発信

[R4]
＜観光誘客の促進＞
○ＳＮＳによる情報発信

[R4]
＜観光誘客の促進＞
○ＳＮＳによる情報発信

[R4]
＜観光誘客の促進＞
○ＳＮＳによる情報発信

[R4]
＜観光誘客の促進＞
○ＳＮＳによる情報発信

[R3]
＜観光誘客の促進＞
○海外メディア露出・掲載
○商談会・観光展出展
○ＳＮＳによる情報発信

[R3]
＜観光誘客の促進＞
○ＳＮＳによる情報発信

[R3]
＜観光誘客の促進＞
○ＳＮＳによる情報発信

[R3]
＜観光誘客の促進＞
○ＳＮＳによる情報発信

[R3]
＜観光誘客の促進＞
○ＳＮＳによる情報発信

[R4]
＜定期路線の誘致＞

[R4]
＜定期路線の誘致＞

[R4]
＜定期路線の誘致＞

[R4]
＜定期路線の誘致＞

[R4]
＜定期路線の誘致＞

[R3] [R3] [R3] [R3]
VTL（ワクチントラベルレーン）等、往来回復に向けて
取り組み政策についての情報収集

[R3]

[R4]
＜経済連携協定の円滑な実施＞
○EPA外国人介護福祉士候補者受入支援
時期：通年
場所：県内介護施設
内容：受入施設による日本語・専門知識学習等に要す
る費用助成、教育担当者研修会

[R4]
＜経済連携協定の円滑な実施＞
○EPA外国人介護福祉士候補者受入支援
時期：通年
場所：県内介護施設
内容：受入施設による日本語・専門知識学習等に要す
る費用助成、教育担当者研修会

[R4]
＜経済連携協定の円滑な実施＞
○EPA外国人介護福祉士候補者受入支援
対象：フィリピン
時期：通年
場所：県内介護施設
内容：受入施設による日本語・専門知識学習等に要す
る費用助成、教育担当者研修会

[R3]
＜経済連携協定の円滑な実施＞
○EPA外国人介護福祉士候補者受入支援
時期：通年
場所：県内介護施設
内容：受入施設による日本語・専門知識学習等に要す
る費用助成、教育担当者研修会
新規受入数：７人

[R3]
＜経済連携協定の円滑な実施＞
○EPA外国人介護福祉士候補者受入支援
時期：通年
場所：県内介護施設
内容：受入施設による日本語・専門知識学習等に要す
る費用助成、教育担当者研修会
新規受入数：２人

[R3]
＜経済連携協定の円滑な実施＞
○EPA外国人介護福祉士候補者受入支援
対象：フィリピン
時期：通年
場所：県内介護施設
内容：受入施設による日本語・専門知識学習等に要す
る費用助成、教育担当者研修会
新規受入数：11人

[R4]
＜人材育成の推進＞
○マレーシアの病院との交流
こども病院では、医療の更なる質の向上と国際社会へ
の貢献のため、2013年10月より、マレーシア国立循環
器病センター（IJN）と相互交流に関する覚書を締結
し、定期的に院長を始めとした医師・看護師等の訪
問、手術応援等を行っている。

[R3]
＜人材育成の推進＞
★マレーシアの病院との交流【中止】
こども病院では、医療の更なる質の向上と国際社会へ
の貢献のため、2013年10月より、マレーシア国立循環
器病センター（IJN）と相互交流に関する覚書を締結
し、定期的に院長を始めとした医師・看護師等の訪
問、手術応援等を行っている。

　

[R4]
＜県産品の輸出拡大＞

[R4]
 ＜多様な食文化に対応した食の提供（ハラール）＞

[R3]
＜県産品の輸出拡大＞
○県産品のブランディング支援
○“ふじのくに通商エキスパート”の設置

[R3]
 ＜多様な食文化に対応した食の提供（ハラール）＞
○飲食店の国際化対応支援（ピクトグラム等）、ムス
リムモニター・アドバイザーの派遣、ハラールポータ
ルによる情報発信

観光政策課

観光振興課

空港振興課

健康福祉部
【医療、
介護交流】

介護保険課

県立病院機構

マーケティング課

スポーツ・
文化観光部
【文化・観光

交流】



タイ インドネシア ベトナム シンガポール インド、その他の地域国

[R4]
＜高度人材の活躍促進＞
○海外合同面接会の開催
時期：11月中旬
内容：高度人材と県内中小企業との合同面接会

[R4]
＜高度人材の活躍促進＞
○海外合同面接会の開催
時期：１月中旬
内容：高度人材と県内中小企業との合同面接会

[R3]
＜高度人材の活躍促進＞
○海外合同面接会の開催
時期：11月13、14日（オンライン）
内容：高度人材と県内中小企業との合同面接会

[R3]
＜高度人材の活躍促進＞
○海外合同面接会の開催
時期：１月22、23日（オンライン）
内容：高度人材と県内中小企業との合同面接会

[R4]
＜企業の海外展開支援＞
○タイビジネスサポートデスクによる支援
○ビジネスインターン受入支援
時期：７月
内容：一般社団法人日・タイ経済協力協会（JTECS）が
実施するタイ人学生インターンシップの受入を支援す
るため、県内企業に向けてインターン生受入企業募集
の広報を実施
○泰日工業大学ジョブフェア参加
時期：１月18日
内容：泰日工業大学が主催する就職フェアへの県内企
業の出展を支援

[R4]
＜企業の海外展開支援＞
○インドネシアビジネスサポートデスクによる支援

○東アジア地方政府会合実務者討議出席
時期：11月21～26日
場所：西ジャワ州
内容：出野副知事を団長とする本県公式訪問団のイン
ドネシア・西ジャワ州の訪問に併せて、「東アジア地
方政府会合」の実務者討議に出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[R4]
＜企業の海外展開支援＞
○ベトナムビジネスサポートデスクによる支援

[R4]
＜企業の海外展開支援＞
《インド》
○インドビジネスサポートデスクによる支援

《ミャンマー》
○ミャンマービジネスサポートデスクによる支援

《フィリピン》
○フィリピンビジネスサポートデスクによる支援

[R3]
＜企業の海外展開支援＞
○タイビジネスサポートデスクによる支援
＜経済交流の推進＞
★ビジネスインターン受入れ【中止】
○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、県内企業に向けて静岡ビ
ジネスインターン事業を紹介
○泰日工業大学ジョブフェア参加（オンライン）
時期：１月19日～３月31日
内容：タイに拠点を有する県内企業に対し、泰日工業
大学が主催するオンライン就職フェアを広報

[R3]
＜企業の海外展開支援＞
○インドネシアビジネスサポートデスクによる支援

★静岡県ビジネス支援ネットワークセミナーの実施
【中止】

[R3]
＜企業の海外展開支援＞
○ベトナムビジネスサポートデスクによる支援

[R3]
＜企業の海外展開支援＞
《インド》
○インドビジネスサポートデスクによる支援

《ミャンマー》
○ミャンマービジネスサポートデスクによる支援

《フィリピン》
○フィリピンビジネスサポートデスクによる支援

[R4]
＜研究開発　海外展開＞
輸出貯蔵試験を実施予定

[R3]
＜研究開発　海外展開＞
○高規格冷蔵コンテナを用いた農産物輸出実証
時期：11月、1月
内容：民間事業者との共同研究による輸出を模した清
水港での貯蔵実証試験

[R4]
＜ポリテクニーク等との連携＞
〇第3回アグリ・フードフォーラムの開催
時期：11月10日
開催方法：現地（シンガポール）＆オンライン併用
内容：
・ハイテク農業、循環型農業をテーマとした講演や意
見交換
・双方の研究内容・研究成果の発表
・シンガポールにおける先端的な農場の視察
・フォーラムを通じたビジネスマッチング、共同事業
化等の連携の推進

[R3]
＜ポリテクニーク等との連携＞
〇第2回アグリ・フードフォーラムの開催
時期：11月10日
開催方法：オンライン
内容：
・双方の研究内容・研究成果の発表
・シンガポール都市農業についての意見交換
・フォーラムを契機とした静岡・シンガポールの協業
事例紹介

労働雇用政策課

企業立地推進課

農業戦略課

農業戦略課
(先端農業
推進室)

経済産業部
【通商、経済

交流】



タイ インドネシア ベトナム シンガポール インド、その他の地域国

[R4]
＜静岡茶の輸出拡大支援＞
○サポートデスク設置
場所：マレーシア（クアラルンプール）
内容：市場調査（2回）、輸出事業者への助言
○海外の販路開拓支援
時期：未定
場所：オンライン商談
対象国：マレーシア、シンガポール等
内容：本県の茶業者が現地バイヤー等へ静岡茶を提案

[R3]
＜静岡茶の輸出拡大支援＞
○サポートデスク設置
場所：マレーシア（クアラルンプール）
内容：市場調査（4回）、輸出事業者への助言
○海外の販路開拓支援
時期：11～12月
場所：オンライン商談
対象国：マレーシア、シンガポール等
内容：本県の茶業者（2者）が現地バイヤー等計10事業
者へ静岡茶を提案

[R4]
＜テマセクポリテクニークとの研究交流の推進＞
○水産・海洋技術研究所における共同研究
時期：通年
内容：ドウマンガニ養殖技術の開発

[R3]
＜テマセクポリテクニークとの研究交流の推進＞
○水産・海洋技術研究所における共同研究
時期：通年
内容：ドウマンガニ養殖技術の開発

[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

＜高校生の相互交流＞
○高校生の海外研修旅行
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

[R4]
＜高校生の交流＞
○高校生の海外研修旅行
　未定

[R4]
＜グローバル人材の育成＞
○訪日教育旅行の受入
未定

＜高校生の交流＞
○高校生の海外修学・研修旅行
未定

[R4]
＜グローバル人材の育成＞
〇川根高校プログラミング講座
時期未定

[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

＜高校生の相互交流＞
★高校生の海外研修旅行【中止】
令和３年度内の海外研修（海外修学旅行を含む。）は
中止

[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

[R3]
＜高校生の交流＞
★高校生の海外研修旅行【中止】
令和３年度内の海外研修（海外修学旅行を含む。）は
中止

[R3]
＜グローバル人材の育成＞
○訪日教育旅行の受入
実施なし

＜高校生の交流＞
★高校生の海外修学・研修旅行【中止】
令和３年度内の海外研修（海外修学旅行を含む。）は
中止

[R3]
＜グローバル人材の育成＞
〇川根高校プログラミング講座
町内にサテライトオフィスを持つゾーホージャパンと
連携し、プログラミングに関する学習をオンラインで
行った。（１月、２月に７回実施）

高校生の海外研修は中止

お茶振興課

水産振興課

教育委員会
【青少年交流】

高校教育課


