◎＝知事海外訪問
○＝副知事海外訪問

令和元年度 地域外交関連事業実績
国、
地域

平成31年
４月

区分

令和元年
５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

参考資料１-１
平成31年
１月

１２月

２月

３月

・友好交流研修生の浙江省派遣
・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(新産業)（H31.4-H32.3）
・環境関連企業の県内企業訪問、調査（8/5-9）
・中長期調査員第Ⅰ期（企業立地）（受入）
・中長期調査員第III期（企業立地）（受入）
・短期留学生（受入3か月）
・中長期調査員第Ⅱ期（企業立地）（受入）
・浙江省環境関連企業訪問（9/9-9/11）
・静岡県・浙江省経済貿易交流会（6/18）
・麗水職業技術学院訪問受入（農業）（5/20-21）

浙江省

○友好交流卓球大会（8/25-28）
・環境技術職員の受入（環境衛生科学研究所）9/16-27

・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

中
国

・静岡県富士山世界遺産センターでの教育旅行受入

その他

・北京花博 県ＰＲイベント（6/8）
◎北京花博 知事団派遣（6/6-9）

・上海：現地旅行会社と連携した誘客事業（HIS）
・上海：アジアビジネス航空協会展示会資料配架（4/16-18）
・こども病院と深セン市児童医院との交流（研修生の派遣） ～３月

韓
国

忠清南道

・県現代舞踊協会と韓国伝統芸術団が覚書調印（4/2)
・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ天国事業（ﾚﾝﾀｶｰを活用した誘客） ・第７次朝鮮通信使ウォーク来静（5/16）

その他

・清見寺で朝鮮通信使記念茶会（6/20）

・SEOUL FOOD 2019出展支援 5/21-24
・フードポリスとの交流
○航空会社本社訪問（6/10）

ドルノゴビ県
モ
ン
ゴ
ル

・農業技術職員の派遣①（4/29-

・浙江省衛生健康委員会・民政庁健康福祉部団の派遣（8/28-9/1）
・日中青年代表交流（派遣）8/7-16
・日中青年代表交流（受入）10/25-28
・高校生海外インターンシップ 8/20-23
・「千校結好」に基づく交流（小山高校） 8/8－14
・浙江省運輸庁代表団来静（10/29）
・「千校結好」に基づく交流（三島南高校）7月
・オリ・パラ文化プログラム～現代舞踊とダンスの祭典（磐田市）9/23
・北京市中国語ＷＳ（職員派遣）（7/1-12）
・友好交流人材（技術研修員）（北京、受入）
・王毅国務委員兼外交部長来静（11/24）
○航空会社本社訪問（9/2-5）
・静岡県産の化粧品ＰＲ（12/6-8）
・青島港・清水港友好35周年訪問団派遣（11/4-11/7）
・香港における健康食テストマーケティング（12/21-2/9）
・壇国大学校学生を招へい（1/6-15）
・朝鮮通信使研修団体が知事表敬訪問（10/21）
・島田高校が済州国際ﾌｫｰﾗﾑ ・静岡韓国語スピーチ大会(11/24)
・静岡産業大学が訪韓。ﾊﾟｼﾞｭ・ﾀ ・釜慶大学校を招へい（1/6-15） ・慶尚北道副知事が知事表敬訪問（2/10）
ｲﾎﾟｸﾞﾗﾌｨ大学と交流（12/11）
･ｳｿﾝ情報大学が中央調理製菓 ・日大国際関係学部が訪韓。ｻﾝﾐｮﾝ大学と交流（8/27） 参加（11/14）
専門学生と交流（7/16）
・教育旅行団がソウル市ほか視察（8/10～14）
・新横浜総領事が知事表敬訪問（12/18）
・ｶﾞﾝﾎﾔｸﾞ前知事が県大講演（7/16）
・知事団が来静（11/25～28）
・電力研修員受入（1/8～2/21）
・チャーター便運行（8/5～10）
・事業の詳細調整（下水道支援）
・高校生交流（受入） 10/14-21
・高校生交流（派遣） 8/5-10
・農業技術職員の派遣②
・農業技術研修員の受入（9/30-11/29）
・アタル60周年祭（12/2-7） ・セレンゲ県職員視察受入（2/17-21）
（8/5-10）
・技能実習生面接（8/22-23）
・オリ・パラ文化プログラム～現代舞踊とダンスの祭典（磐田市、9/23）
・ウランバートル：経営者セミナー(10/8-9)
・ウランバートル：経済交流団派遣
・ウランバートル：高度人材海外合同面接会（10/7-8)
・ビジネスインターン受入
･ウランバートル：技能実習マッチング会(10/7-8)
・介護士目指す研修員受入（1/20～24）
・高校生交流（受入） 10/14-21
・高校生交流（派遣） 8/5-10
・指導主事相互交流（派遣）9/23-29
・指導主事相互交流（受入）12/2-9
・電力研修員受入（1/8～2/21）

・電子メール等による遠隔技術指導

セレンゲ県 5/3）

・広報分野交流（記者団の受入）11/17-19
○静岡県経済交流代表団派遣（11/10-13）
・静岡県・浙江省環境ビジネスマッチング交流会（11/25-26）
・農業調査団受入（11/3-9）
・農業調査団派遣（11/13-17）
・浙江省外事弁公室との定期協議（11/12）

・長期人材研修員受入（5/20～1/20）

その他

・静岡県富士山世界遺産センターでの教育旅行受入
・消防学校と台湾内政部消防署訓練センターとの相互交流
・玉山との友好山交流（中華民国山岳協会会員の富士登山）8/20-24
○チャイナエアライン本社訪問

台
湾

全土

○中華民国三三企業交流会（受入）

・ビジネスインターン受入（中止）

・現地マーケティング会社との連携事業（コンパス）
・ＩＴＲＩとの産業交流推進（通年）
・ITRI視察受入5/15
・訪日教育旅行受入４月中旬－下旬に多数
・訪日教育旅行受入５月中旬－下旬に多数

・TJPO企業団（受入）
・高校生海外インターンシップ 8/20-23

・TAIWAN INNOTECH
EXPO
・農大生等の派遣

・現地メディアと連携した誘客事業

・タイ内務省訪問団受入(7/17)

・ビジネスインターン受入

・高校生海外インターンシップ 12/20-23
・日台イノベーションワークショップ（産業振興フェアinいわた）
・訪日教育旅行受入10月中旬－下旬（多数）
・修学旅行10月中旬に多数 ・修学旅行11月下旬－12月上旬に多数
・台湾スポーツ交流（高校野球）10/19-20
・タイ国際旅行フェア（TITF）出展

タイ

・タイ内務省訪問団受入(6/5)

・第10回タイフェスティバルin静岡(8/24)

・ジョブフェア参加

・高校生海外インターンシップ 8/20-23
・日本語パートナーズ本県推薦者派遣
・シンガポール旅行フェア(JTF)出展

東
南
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド

シンガポール

・シンガポール旅行フェア（NATAS）出展
・西ジャワ州青少年スポーツ局受入(9/3-4)
・西ジャワ州知事来静、ジオパーク覚書調印（11/6）
・西ジャワ州バンドン：高度人材海外合同面接会（1/11-12）
・西ジャワ州産業貿易局来静・市場視察（12/12）
･パスンダン大学受入(9/10)・インドネシア旅行フェア(JTF)出展
・高校生海外インターンシップ 8/20-23
・高校生招聘（1週間）、日本留学フェア（11/24）
・西ジャワ州研修員受入（2/11～29）
・日本語パートナーズ本県推薦者派遣
・マレーシア旅行フェア(JTF)出展
・フィリピン旅行博(TTE)出展
・技能実習生候補者と県内介護事業者のマッチング
・ベトナム旅行フェア(JTF)出展
・静岡県ビジネス支援ネットワーク会議（11/27、ホーチミン）

インドネシア
マレーシア
フィリピン
ベトナム

・JENESYS青少年スポーツ交流 ・日本留学フェア（10/5.6）

ミャンマーほか

・ジョイセフ訪問団受入れ（5/28-5/31）

・川根本町高校生サマーキャンプ 8/10－25
・テランガナ州訪問団受入（時期未定）
・世界に向けた”ふじのくに”魅力発信〔ニューヨーク〕市内9/25-10/6
・在日米軍等との連携による防災訓練 9/1

インド
・営業代行設置（ＴＳＪ）

米
国

そ
地の
域他
の

その他

・営業代行設置（ＴＳＪ）
・営業代行設置（ＴＳＪ）
・営業代行設置（ＴＳＪ）

・クルーズ船社ファムトリップ（1/21）

・オンラインプロモーション（富士箱）
・メディア招聘（在日米国人向けプロモーション/富士箱根伊豆国際観光テーマ地区推進協議会） ・アドバドリアル広告（富士箱）
・日米中西部会
・全米ビジネス航空協会年次総会・展示会資料配架（ラスベガス）10/22-24
◎日米カウンシル知事会議（カリフォルニア州） 8/26-27
・クルーズ船社訪問（マイアミ、シアトル、ロサンゼルス）11/18-11/21
・県内大学との連携による留学（派遣）ジョージタウン大学 7/21-8/4
・県内大学との連携による留学（派遣）カリフォルニア州立大学サクラメント校 8/4-18
・12/3 JICA研修受入

全土

（欧州）
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
南米
豪州

・テランガナ州知事訪問団来静（時期未定）

・英ロイヤル・バレエと富士特別支援学校との交流(6/17)

・クルーズ船社ファムトリップ（2/25）
・ビジネスインターン受入（中止）

・JICAによる研修生受入（2/18）

・「世界で最も美しい湾クラブ」総会（富山県）10/16-20
・パリ国際旅行へ博出展10/1-4

・営業代行設置（ＴＳＪ）

・商談会へ参加（メルボルン5/20、シドニー5/21、ニュージーランド5/24）
・ロシア・ノヴゴロド州政府訪問団受入(7/19)
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）

・エンブラエル関係者の県内企業視察（9/30-10/2）
・ＩＴＡ学生の静岡理工科大学留学(12.10-2.15)
・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）
・ラグビーワールドカップ開催、ファン
・（カナダ）ふじのくにＣＮＦ展示会にアルバータ州政府研究機関出展（11/19）
ゾーン・おもてなしエリア運営、公認
キャンプ受入(9/20-11/2)
・ロシア･ノヴゴロド州産業･商務大臣受入
･ロシア･ノヴゴロド州訪問・調査
・農大生等の派遣（オランダ ・静岡ゴールデンサッカーアカデミー スルガカップ2019静岡国際ユース(Ｕ-15)サッカー大会（10/12～14）
・FUJI-ZONCOLANヒルクライム2019in小山町に合わせたイタリア国FVG州訪問団受入（10/2～6）

企画･調整

第１回多文化共生推進本部（4/16） 第２回多文化共生PT会議（5/14）

第２回多文化共生推進本部(7/9) 第３回多文化共生PT会議（8/6）
第１回多文化共生審議会（8/9）

第１回多文化共生PT会議（4/22）

第３回多文化共生推進本部(10/31)

センター設置訓練２(2/5)

外国人キーパーソンの発掘・リスト化

センター設置訓練１（8/23）

災害時外国人県
民支援体制整備
事業（多文化共生

第３回多文化共生審議会(3/24)

第４回多文化共生推進本部(3/19)

第２回多文化共生審議会（10/23）

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、やさしい日本語研修

課）

外国人受入環境整
備事業（多文化共生課）

静岡県多文化共生総合相談センター整備（機器購入
等）

センター プレオープン（6/1）

センター グランドオープン（7/1）

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）

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
医療通訳体制
整備事業（多
文化共生課）

医療機関向け医療通訳者活用研修
(12/18,2/11)

ＤＢ登録者に対するフォローアップ研修(8/25,9/22)

・アースカレッジ2019(7/20,21)・ふじのくに多文化共生推進進シンポジウム（8/29）
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、地域日本語教育体制整備に向けた調査・計画策
定
就学促進
・不就学実態調査
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
最終報告
中間報告
憲章普及セミナー(2/10)
･外国人の子供支援関係

多
文
化
共
生

者
ネットワーク会議(10/25)

ＵＤ出前講座の実施（通年）
心のＵＤ実践講座

・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・周知
作成

外国人留学生の定着・交流促進・生活支援・就職支
援

・ポルトガル語版「くらしのめ」配布
その他事業

定住外国人の正社員就業・職場定着支援

「外国人サイクリスト」への自転車安全利用周知
定住外国人のロールモデルの啓発

しずおかジョブステーション（西部）への通訳配置

県ＨＰ掲載（日本語及び９言語）

チラシ配付（５言語）

定住外国人の職業訓練
技能実習制度・特定技能制度説明会、技能実習生の地域共生先進事例セミナー

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）

特定技能制度分野別説明会、技能実習生の地域共生先進事例セミナー

