◎＝知事派遣
○＝副知事派遣

平成30年度 地域外交関連事業計画・実績
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４月
・検察代表団（受入）4/18

浙江省

中
国

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

参考資料１－１
平成31年
１月

２月

３月

○副知事代表団（派遣）8/5-8
・浙江省対外友好協会交流代表団（受入）6/15
・浙江省訪問団(外事弁公室)の受入5/13-15
・衛生計画生育委員会視察団（受入）7/10
・寧波国際旅游展（8/31-9/2）

・友好交流人材（技術研修員）（受入）
・広報分野交流（派遣）11/11-11/14 ・中国メディア取材受入12/12-12/23
・中国メディア番組放送2/10-3/1
・浙江省環保産業協会視察（受入)10/15-10/19
・定期協議（派遣）
・ 浙江省杭州市幼稚園園長研修視察団(受入)9/25-10/1
・浙江省環境関連企業の県内企業訪問・調査12/3-12/4
・杭州ジャパンブランド（8/4-5）
・民政庁高齢者政策・事業研修団（受入）10/15
・環境協力推進会議（浙江省：12/19-12/22）
県立総合病院と浙江省内病院等との交流（研修生の相互派遣）
・地震防災センターへの視察団受入5/14
・環境衛生科学研究所職員の浙江省派遣9/12-9/23
・企業立地：中長期調査員第Ⅰ期（受入）
・有望企業投資招聘
・浙江省環保産業協会及び企業訪問（9/3-9/9）
・経済交流促進会議等（受入）11/28-11/29
・農業交流友好団(10/17-19)の受入 ・農業調査団派遣（11/21-25)
・企業立地：中長期調査員第Ⅱ期（受入）
・農業調査団（10/17-23）の受入 ・日中青年代表交流（受入）11/16～19
・浙江・静岡文化芸術交流－柳澤紀子版画作品展2/28-4/7
・県議会中国事情調査団（6/3～5）
・日中青年代表交流（派遣）8/8-15
・第四回海のシルクロード国際協力フォーラム（6/13～14）
・杭州市経済技術開発区訪日団（8/28）
・短期留学生（受入3ヶ月） ・浙江省ビジネス交流団視察受入れ（11/27）
・「千校結好」に基づく交流［三島南高］（12/22-26）
・短期留学生（派遣2週間）
・静岡県・浙江省環境プラットフォーム事業委託契約(6/1)
・衛生計画生育委員会・民政庁訪問(8/29-9/2)
・短期留学生（派遣３ヶ月）
・外交監北京訪問（派遣10/13-17）
・湖北省咸寧市訪問団来静（受入）5/27-28
・北京市中国語ＷＳ7/15-29（職員派遣）
・県ＰＲイベント開催（北京10/14） ・中国国際旅游交易会（上海）（11/16-18）
・北京国際旅游博覧会（北京）6/15-17
・日中交流集中月間参加（北京10/14）

その他

忠清南道
韓
国
その他

ドルノゴビ県
モ
ン
ゴ
ル

・中国共産党湖北省委員会老幹部局視察団（受入）9/10
・友好交流人材（技術研修員）（北京、受入9/3-10/10）
・静岡県産化粧品展開催（上海）(1/14～19）
・化粧品企業ＰＲセミナー上海市内現地調査（8/23-8/26）
・上海・重慶方面航空会社本社訪問（6/18-21）
・北京方面航空会社本社訪問（10/18-20）
・高校生海外インターンシップ研修（8/14-17）
・経済通商室長ほかFNC視察(4/19）
◎友好協定締結５周年記念式典 知事団派遣（9/10-14）
・忠清南道友好協定締結５
◎日中韓地方政府３農フォーラム(9/13)
・伝統打楽器の公演(11/7）
周年記念式典知事団受入 ・大学生食交流発表会(3/28公州大学)
・畜産交流団受入（8/23-24)
（2/19）
・日韓次世代学術フォーラム支援（6.30、県立大など）
民間外交支援事業
・忠清南道大学生受入事業（12/17-20）
・朝鮮通信使記念茶会開催（6.20,清見寺など）
・済州道青少年国際フォーラ・航空会社本社訪問（12/4））
・韓国旅行社を通じ富士登山者に記念品贈呈
・航空会社本社訪問（4/24）
・ドライブ・カフェブック制作配架（ＴＳＪ、事務所）
･韓米協会会長静岡訪問（1/28～31）
・韓国国際医療機器・病院
○航空会社本社訪問
SEOUL FOOD 2018出展支援
・フードポリスソースセンター開所式出席（6/27）
・航空会社本社訪問（8/14） ・モードツアー博覧会
・薬食国際カンファレンスフードポリス出席（11/14～11/16）
・チェジュ航空就航準備
設備展示会出展支援
（10/27）
（5/1～4） ハナツアー博覧会（6/7～10）
（8/30～9/2)
・FOOD WEEK KOREA出展支援
(3/14-17)
・日韓交流お祭り(9/9)
（11/28～12/1)
・長期人材研修員受入
・高校教育課：高校生交流（受入）(10/22～/29)
・高校教育課：高校生交流（派遣）(7/27～8/1)
・電源研修員受入（1/9～2/20）
・ﾓﾝｺﾞﾙ知事訪問団派遣（下水道支援 7/27～8/1)
・下水道公社技術者受入（11/26～11/29）

・アジアビジネス航空協会展示会職員派遣(上海) 4/17-19
・（清水港）船会社訪問（香港）4/23～27

・農業技術職員の派遣(4/16-22)

・県議会中国事情調査団（6/6～9）

・農業技術職員の派遣(5/20-27)

・メディアファム（東海外客）

・農業技術職員の派遣(7/27-8/1)

・事前協議団派遣

その他

･セレンゲ県知事訪問団の受入（2/18～22）

・高校教育課：高校生交流 ・教員研修（受入）(11/26～12/7)
・長期研修員（大統領府）受入（1/7～3/29）
（受入）(10/22～/29)
･日本留学フェア
・大学課：高校生招聘（11/7～11/14）
（9/29～9/30）
・農業技術者研修員の受入(10/15-12/14)
・静岡がん会議2018(3/2)
・指導主事派遣（9/10～9/17）
・モンゴル国指導主事研修受入（11/26～12/7）
・世界で最も美しい湾クラブ総会（9/27-9/30）
・基隆市政府消防局受入（12/2）
・台湾防災士訓練への講師派遣（8/11-12）
・台北マラソン県ブース出展
・台湾植物工場産業発展協会視察受入れ（11/28）
・新北市政府消防局受入（8/22）
・玉山との友好山交流
・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）
・FUJI-ZONCOLANヒルクライムin小山町2018（小山町にて参加団受入）
・静岡マラソン2019（台北市行政団参加）
（中華民国山岳協会会員の富士登山）
・世界遺産：国際旅行展への出展、中華民国山岳協会への表敬訪問
・内政部消防署訓練センター受入（2/27-3/1）
・消防学校と内政部消防署訓練センターとの相互交流（3/10-16）
・農林大学校台湾派遣
・薬食国際カンファレンスＩＴＲＩ出席（11/14-11/16）
・Taiwan lnnotech Expo出
(10/25～30)
・消防学校と内政部消防署訓練センターとの相互交流（11/14-21）
展斡旋
・ＩＴＲＩとファルマ関係企業と ・大台南国際旅行展（TTF）11/16-19
・ＩＴＲＩへ県内企業訪問
・高校生海外インターンシップ研修（8/14-17.8/24-27） の交流会10/12
・台北国際旅行展（ITF）11/23-26
・台湾訪日教育旅行視察 ・緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練への受入11/4-5
(10/30-11/2)
・教育旅行調査団（8/5-9）
・タイＦＩＴフェア
・ＴＩＴＦ
・TITF ・日本博
・企業立地：ビジネスインターン受入
・ドライブを活用した事業（ ＴＳＪ、11月～）
・企業立地：ジョブフェア参加
・ビジネス支援ネットワーク（10/4）
・高校生海外インターンシップ（8/21-24、8/21-24）
・（御前崎港）船会社訪問10/31～11/3

・ﾓﾝｺﾞﾙ知事訪問団派遣（7/27～8/1)
・高校教育課：高校生交流（派遣）(7/27～8/1)

・台北国際旅展（TTF） 5/4-7
・県日華友好議連台湾視察（6/3-7）

台
湾

・セレンゲ県知事訪問団の受入（9/25-27)

セレンゲ県

全土

・新北市消防局視察団受入4/23
○航空会社本社訪問（5/11）
・国際照明学会・学会発表（研究開発：職員派遣）4/24-29
・高雄国際旅展（KITF） 4/20-23
・台中国際旅展（ATTA） 5/25-28

・訪日教育旅行説明会（6/20-22）
・航空会社訪問（6/15）
・FOOD TAIPEI（6/27-30）

・航空会社本社訪問（6/6）

タイ
・日本語パートナーズ本県推薦者派遣
・（清水港）船会社訪問4/23～27

東
南
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド

シンガポール
カンボジア

わさび＆緑茶フェア
・JICA草の根技術協力事業
県職員による現地モニタリング(こども未来課)
・西ジャワコーヒーフェス出展（緑茶PR）
◎知事西ジャワ州訪問、ビジネス支援ネットワーク
（5/29～6/2）

・西ジャワの日(30-31)

・西ジャワ州研修員受入
・インドネシア保健省視察団（受入）1/22
・マレーシアジャパントラベルフェア
・フィリピンＴＴＥ（旅行博）

・ベトナム人留学生日本文化体験事業（1回目）
・ベトナムゲアン省農業研修受入（8/6）

ベトナム

・日本留学フェア（10/6,7）

・ビジネス支援ネットワーク（11/28）
・ハノイ市視察団（受入）11/22

・川根本町高校生サマースクール 8/13-24
・テランガナ州等訪問 11/13-15
・在日米軍等と連携した防災訓練 9/2
・メディアファム（富士箱根伊豆国際観光テーマ地区推進協議会）
・メディアファム（富士箱）
○日米中西部会（ネブラスカ州） ・全米ビジネス航空協会年次総会・展示会資料配架(オーランド)10/16-18
・県内大学との連携による留学（派遣）（ワシントンD. C.）7/22-8/5（カリフォルニア州）8・2018日米医療機器イノベーションフォーラム静岡 11/7
・ハワイこども環境大使との交流8/16-23
・日米カウンシル知事会議（東京） 11/8,9

全土
（欧州）
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
オランダ

・ルーツアジア2019セブ
（航空会社商談会）

・ハノイジャパントラベルフェア ・ベトナム人留学生日本文化体験事業（2回目）

・ジョイセフ訪問団受入れ（健福）（5/28～6/1）

インド

そ
地の
域他
の

・日本留学フェア（9/30） ・ジャカルタジャパントラベルフェア
・日本村出展
・日本語パートナーズ本県推薦者派遣

フィリピン

ミャンマーほか

米
国

NATAS（旅行博）

・高校生海外インターンシップ（8/22-25）

インドネシア
マレーシア

・静岡観光セミナー

・（御前崎港）船会社訪問10/・わさびレストランフェア
・県産品試食商談会

･ＮＡＴＡＳ（旅行博）
・JAPAN PARK出展

・営業代行の設置（ＴＳＪ）
・営業代行の設置（ＴＳＪ）
・世界で最も美しい湾クラブ総会4/17-4/21(フランス)
○世界農業遺産認定式4/19

南米

・職員研究交流

・ブロガー招請（TSJ)

（フラウンホーファー研究機構ほか）（研究開発）

南米長期研修（7/23～３月）

・（清水港）船会社訪問10/17～10/23
・旅行会社招請（TSJ、ドイツ）
・世界に向けた“ふじのくに”魅力発信事業 11/19-11/25
・FUJI-ZONCOLANヒルクライムin小山町2018（FVG州来静中止⇒来年度受入）
・農林大学校オランダ派遣 (9/22～10/1)
・駐日外交団本県視察（TSJ、ギリシア他）
・関西地区領事団静岡視察ツアー（12/4）
・2018静岡国際ユース(U-15)サッカー大会（メキシコ、スペインより参加）
・南米技術研修（短期）

・モニターツアー（富士箱、２回）

・ブロガー招請（TSJ）
・企業立地：ビジネスインターン受入

・観光展（TSJ、ドイツ）
・アイルランドフェスティバ
ルへの出展(3/16/17)、エコ
パスタジアムライトアップ
(3/15-17)

・ジャパンハウス大学生派遣

・エンブラエル関係者の県
内企業視察（3/6-3/8）
・ジョイセフ訪問団受入れ（健福）（5/28～6/1）
・エンブラエル関係者の県内企業視察（9/20～9/21）
・商談会、観光展等(TSJ、シドニー）
・エンブラエル関係者の県内企業視察（3/6-3/8）
中東アフリカほか
・観光展出展等（TSJ、加）
・南アフリカ共和国ラグビー代表高校と静岡県選抜との交流試合5/8
・ふじのくにCNF展示会にカナダ・アルバータ州政府研究機関出展（10/24）
・静岡理工科大学学生のITAへの留学（H30.2～H31.1) ・本県の子ども達と外国の
・県産材輸出研究会の開催（3/13）
○ヘミングウェイカップ誘致 12/17-18
・県産材輸出研究会（8/20）
子ども達との交流イベント
その他
・ラグビーワールドカップ公認キャンプ地内定4/20
・パスリレーへの大使館の参加6/16
・JENESYS青少年スポーツ交流(ラグビー)(9/18～9/24)
市町・協会等説明会(11/12)、センター設置訓練（1/17,2/5）
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）
災害時外国人
県民支援体制
外国人キーパーソンの発掘・リスト化
・協定締結(10/30)（県、SIR)
整備事業（多
災害外国語ボランティアへの研修（2/10,11）、外国人コミュニティーへの防災出前講座（2/24,3/8、23）
文化共生課）
豪州

多
文
化
共
生

医療通訳体制
整備事業（多
文化共生課）

その他事業

・商談会（TSJ、NZ、豪）

・ITA学生の静岡理工科大学への留学（7/20～9/15）

･ITA学生の東海大学訪問（12/2-12/8）

医療機関へ医療通訳者を紹介、制度の普及、制度を利用する医療機関の拡大
医療通訳者養成研修(10/14,21,11/11)、ＤＢ登録者に対するフォローアップ研修(8/5,26)

・静岡県医療通訳 医療機関向け医療通訳者活用研修（1/23、2/4,6）
推進協議会
・静岡県医療通訳
（12/25）
推進協議会（3/20）

・アースカレッジ2018(7/14,15)
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、ラジオ・SNSを活用した多言語情報の発信、SIR子どものための日本語学習支援基金への寄付募集、基金運営に関する助言、JETプログラムにかかる外国青年招致の支援
就学促進
・不就学実態調査
不就学実態調査
・外国人労働者雇用適正化 ・不就学実態調査
中間報告
・外国人の子ども支援関係者
憲章普及セミナー(1/31)
最終報告（2/21）
ネットワーク会議(10/30)
・外国人向け消費者教育リーフレット
・外国人向け消費者教育リーフレット配布・周
外国人留学生の交流推進・就職支援
知
定住外国人の正社員就業・職場定着支援
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

