2020（令和2）年度鳥取県国際関係事業一覧
2020年2月20日現在
対象地域

事業名

担当課

予算額
（千円）

広域

第25回北東アジア地域国際交
流・協力地方政府サミット参加
事業

交流推進課

1,250

広域

第25回北東アジア地方政府サ
ミット関連事業「第22回北東アジ
ア美術作品展示会」

文化政策課

2,253

広域

第25回北東アジア地方政府サ
ミット関連事業「経済協議会」

通商物流課

－

広域

第25回北東アジア地方政府サ
ミット関連事業「環境保護機関
実務者協議会」

環境立県推進課

－

産業振興課

528

広域

広域

北東アジア地域産業技術交流
事業（北東アジア産業技術
フォーラム）

東京オリパラ対策事業

スポーツ課

○海外プロモーション事業
組織委員会がＰＲを行う海外の大規模大会等（パンパシフィックマスターズゲームズ
[オーストラリア]、スポーツアコード[北京]）において、本県も連携して当該大会の参加
者等に対し本県開催競技をＰＲする。
また、欧米豪（インバウンド市場）及び本県友好交流地域（アジア圏）をターゲットにし
た競技団体等への県内開催競技のＰＲを実施し、参加促進を図る。
162,845
○広域連携による誘客促進事業
徳島県、兵庫県等と連携して、ＷＭＧ参加が多く見込まれるオーストラリアに対して
誘客プロモーションを実施する。
○競技者向けプロモーション（開催市町実行委員会で対応）
個別競技の全国規模の大会等において、ＷＭＧの大会ＰＲを行い、県内開催競技
へのエントリーを促す。

ワールドマスターズゲームズ
2021関西開催準備事業

スポーツ課

広域

大規模スポーツ大会開催等によ
る鳥取の魅力発信事業

スポーツ課

広域

プロスポーツチームと連携した
地域振興・元気づくり推進事業
（アジア国際ユースサッカーＩＮ
鳥取支援事業）

グラウンド・ゴルフ聖地化推進事
業

広域

鳥取中部ウォーキングリゾート
推進事業

当県が1994（平成6）年から友好交流地域（韓国江原道・中国吉林省・ロシア沿海地
方・モンゴル中央県）と持ち回りで開催している「北東アジア地域国際交流・協力地方
政府サミット」が韓国江原道で開催されることから出席する。
時期：10月、場所：韓国江原道
「北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット」の関連行事として開催される「第
22回北東アジア美術作品展示会」に本県の美術作家の作品を出展し、本県の文化芸
術についての理解を深めていただくとともに、代表団を派遣し、各地域の美術家間相
互の交流を促進する。
（1）美術作品の出展（各地域15点）
（2）代表団の派遣（5泊6日 3名）
時期：10月、場所：韓国江原道
「北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット」の関連事業として、韓国江原道
で開催される「経済協議会」に出席する。
時期：10月、場所：韓国江原道
「北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミット」の関連事業として開催される「環
境保護機関実務担当者会議」に出席する。予め設定した環境問題に関するテーマに
沿って意見交換、情報交換等を実施し、参加地域間の連携・協力の方策を検討する。
時期：10月、場所：韓国江原道
鳥取県、韓国江原道及び中国吉林省の3地域により、平成20年度から北東アジア産
業技術フォーラムを各地域持ち回りで開催しており、令和2年度は韓国江原道で第10
回北東アジア産業技術フォーラムを開催する。
3地域の行政関係者及び研究者等が一堂に介し、生命工学（バイオ）、医療機器、新
素材、機能性食品などの先端技術分野をテーマとして産業技術開発の研究成果発表
を行い、参加者間の技術交流・連携を促進する。
時期：10月頃、場所：韓国江原道

○キャンプ受入支援事業
国内外競技チームが本県で行う東京オリパラ事前キャンプ実施に対する支援（ジャ
マイカオリパラ全競技、クロアチア国際セーリングチーム、フランス・スポーツクライミン
グ他）
○ホストタウン交流事業
250,238
ジャマイカのホストタウン、共生社会ホストタウンとしての各種国際交流事業及び
ジャマイカ代表チーム事前キャンプ受入時の各種交流事業の実施
○東京オリ・パラターゲット競技事業
東京オリンピック・パラリンピックへ出場可能性の高い本県ゆかりのアスリートに対す
る強化支援

広域

広域

主な事業内容

7,500

「鳥取マラソン」を実施する実行委員会に対し、大会経費の一部を負担する。
（実施主体：鳥取マラソン実行委員会）
時期：2021年3月、場所：鳥取市

スポーツ課

高校生年代の競技力向上や環日本海交流を通じた青少年の健全育成、国際大会
の開催を通じた地域振興を図るため、本県発祥の国際ユースサッカー大会（韓国・香
港・県内のユースチームが参加し、2021年3月に第4回大会を開催予定）の開催経費
500
の一部を支援する。
（実施主体：一般財団法人鳥取県サッカー協会）
時期：2021年3月（未定）、場所：西部（未定）

スポーツ課

○国際大会の県内開催（湯梨浜町と共催）
グラウンド・ゴルフ国際大会ＹＵＲＩＨＡＭＡ２０２０
（実施主体：グラウンド・ゴルフ国際大会実行委員会）
時期：5月28～30日（3日間）、場所：グラウンド・ゴルフのふる里公園「潮風の丘とま
7,861
り」
○海外への展開
アジア等で開催されるグラウンド・ゴルフ大会への参加を通じて、グラウンド・ゴルフ
の普及活動を行うとともに、WMG2021関西のPRを行う。

中部総合事務所
地域振興局

県中部地区では、ウォーキングを通じた地域づくりを進めており、平成28年度に開催
したワールド・トレイルズ・カンファレンス（WTC）鳥取大会の成果を継承しつつ、健康・
2,750 教育・環境・観光・交流の推進に資する取組を進める。
（1）ウォーキング大会への支援
（2）中部地区ロングトレイルイベントの開催

対象地域

広域

事業名
広域観光連携推進事業
（フラダンス全国大会開催支援
事業）

担当課

予算額
（千円）

主な事業内容

中部総合事務所
地域振興局

全国から愛好者が参加することによる地元への経済効果が高いフラダンス全国大
会を開催するにあたり、必要な経費の一部を補助する。
3,000
（規模（想定）：延べ2,500人）
時期：7月31日～8月2日、場所：鳥取県中部（主会場：倉吉未来中心）
当県が1994（平成6）年から友好交流地域（韓国江原道・中国吉林省・ロシア沿海地
方・モンゴル中央県）と持ち回りで開催している「北東アジア地域国際交流・協力地方
政府サミット」での合意に基づき、青少年交流や相互協力の拡大を図るため、当県と
2,552
環日本海定期貨客船で結ばれている江原道並びに沿海地方の３地域が次世代を担
う青少年によるスポーツ交流を行う。
時期：7～8月頃、場所：鳥取県内、人数：16名

広域

多地域連携スポーツ交流事業
（３地域青少年スポーツ交流事
業）

交流推進課

広域

まんが王国発ソフトパワー事業
（「第9回まんが王国とっとり国際
マンガコンテスト」）

まんが
王国官房

11,924

個性あふれる優秀な漫画作品を発掘・顕彰し、「まんが王国とっとり」から世界に向
けて発信することを目的として、「第9回まんが王国とっとり国際マンガコンテスト」を開
催する。
時期：募集（4月～8月）／表彰式（2月頃）、場所：鳥取県

まんが
王国官房

訪日外国人旅行者の県内周遊を促進するため、まんが王国とっとりの主要観光施設
をお得に巡ることができる施設入場バスを発行する。
［対象地域］香港･台湾･中国･韓国
2,500 ［実施時期］2020年6月～2021年2月
［対象施設］水木しげる記念館､とっとり花回廊､青山剛昌ふるさと館､鳥取砂丘砂の美
術館、鳥取二十世紀記念館なしっこ館、円形劇場くらよしフィギュアミュージアム
［パス価格］1,000円（大人小人共通、5歳以下無料）

広域

まんが・アニメツーリズム推進事
業（まんがアニメに特化した海
外プロモーション）

まんが
王国官房

まんがやアニメをテーマとする海外催事へ出展し、まんが王国とっとりの魅力を発信
する。
11,000 （1）香港ブックフェアへの出展
（2）台中市政府と連携したプロモーション
（3）上海におけるプロモーション

広域

交流ネットワーク活用事業（世
界とっとりファンクラブ会員等へ
の情報提供等委託）

交流推進課

800

海外や県外において当県とゆかりのある外国人や県人会といった交流ネットワーク
を活用し、効果的な当県の情報発信を行うことで交流活発化や地域活性化を図るた
め、世界鳥取ファンクラブ会員やとっとりふるさと大使が、自身が居住する地域におい
て当県のPRを実施する。

広域

交流ネットワーク活用事業（自
治体国際化協会海外共同事務
所設置費）

交流推進課

6,000

地域の国際化を一層推進するための地方公共団体の共同組織である「一般財団法
人自治体国際化協会」の海外事務所を設置するための負担金。

広域

交流ネットワーク活用事業（海
外県人会助成事業）

交流推進課

広域

交流ネットワーク活用事業（青
少年国際協力支援事業）

交流推進課

広域

国際交流員活動費

交流推進課

広域

インバウンド推進多角化促進事
業

国際観光誘客課

広域

国際観光推進事業

国際観光誘客課

広域

外国人観光客送客促進事業

国際観光誘客課

広域

国際航空便就航促進事業

国際観光誘客課

広域

まんが・アニメツーリズム推進事
業（まんが王国とっとり満喫周遊
パスの発行）

広域

広域

国際定期便利用促進事業

国際観光交流人口拡大事業

海外や県外において当県とゆかりのある外国人や県人会といった交流ネットワーク
1,035 を活用し、効果的な当県の情報発信を行うことで交流活発化や地域活性化を図るた
め、鳥取県出身者により組織されている３つの県人会に対し助成を行う。
青年海外協力隊鳥取県OV会の活動費を助成する。
［帰国報告会開催事業］
広く一般県民に県出身隊員の活動を紹介し、活動に対する理解や協力隊への参加
を呼びかけるために帰国報告会を開催する青年海外協力隊鳥取県OV会に対して助
400
成を行う。
［普及広報活動事業］
活動冊子を作成し、青年海外協力隊の実態を広く県民に知らせることで国際協力に
対する理解と関心の呼び起こしにつなげる。
国際交流員を配置し、交流地域との交流事業における通訳・翻訳・連絡調整等を行
う。また、学校や地域住民等からの要請に基づき、国際理解講座の講師を務める等、
68,092
国際理解の促進を図る。
人数：15名（韓国5名、中国4名、ロシア2名、モンゴル1名、英語圏2名、台湾2名）
鳥取県を訪問する外国人観光客を増加させることにより、本県観光関連産業の振興
を図る。
193,000
昨今の国際情勢等を踏まえ、台湾・東南アジア・欧米豪をはじめ、外国人観光客の
多角的誘致に取り組む。
県への外国人観光客を増加させ、観光産業の振興及び県内発着の国際定期便（米
子ソウル便、米子香港便、米子上海便）などの国際交通基盤の維持・発展に寄与する
68,062
ため、東京、関西、近隣各県や海外地方政府、民間事業者等と連携した情報発信や
メディア招請などの誘客活動を実施する。
鳥取県を訪問する外国人観光客の増加により、県内観光消費額を増加させ、本県
の観光産業振興を図る。
59,500
（1）外国人観光客送客促進事業補助金
（2）外国人観光客誘致対策事業補助金
37,722

海外の様々な地域との結びつきを深化させるため、季節チャーター便の運航を行う
航空会社又は旅行会社に対し、本県の観光素材を活用した運航ＰＲ（機内雑誌、機内
広告等）を委託するとともに、着陸料、空港施設使用料、及びツアー造成経費に対し
一部補助を行う。

国際観光誘客課

国際定期便の安定的な運航を図るため、運航する航空会社に対して、運航に要す
る経費の一部を支援するとともに、県民等の利用を促進する。
195,585 （1）運航経費支援事業
（2）国際定期便利用者支援
（3）国際定期便利用促進協議会負担金

国際観光誘客課

中山間地域において文化体験教室のような体験プログラムを開設することにより、
外国人に本県のファンになっていただくとともに、県内観光事業者との外国人人材の
1,500
マッチング等を通じて、県内で働き、鳥取のファンになっていただける外国人を増や
し、更なる誘客につなげていく。

対象地域

事業名

担当課

予算額
（千円）

主な事業内容

持続的な輸出に繋がるブランドプロモーション活動を展開するとともに、県内事業者
の輸出促進活動を下支えし、県産農林水産物・加工品の輸出拡大を推進することで
27,951 「稼げる輸出」の実現、拡大を図る。
時期：未定、場所：香港、台湾、シンガポール、ロシア、韓国、マレーシア、ベトナム、
タイ、ヨーロッパ

広域

「食のみやこ鳥取県」海外輸出
支援体制強化事業

販路拡大・
輸出促進課

広域

インバウンド・ＴＯＴＴＯＲＩ魅力発
信事業

販路拡大・
輸出促進課

3,500

教育委員会
高等学校課

国内企業（県内企業を含む）の海外進出や外国人雇用、英語の社内公用語化等の
グローバル化が進展する中、留学等の海外体験を通じ、柔軟な思考力や豊かな表現
力を持ち、国際社会で活躍する人材を育成する。
7,915 （1） 短期又は長期留学を希望する高校生への留学費用の助成
（2） 理数課題研究等発表会の優秀者を海外に派遣
（3） 英語弁論大会の優秀者をニュージーランドに派遣
（4） 日本語を学ぶ高校生の県内高校への短期受入れ
学校長による独自性のある学校運営の実施を目的として、学校長の裁量による予
算執行を認め、学校の自立度の向上、生徒の状況に応じた学校づくりを推進する。
（1） 海外研修旅行・2校（台湾：2校）
9,504
（2） 海外交流校との学校間交流・10校（※複数の国と交流する学校が2校、韓国：6
校、中国：1校、アメリカ：2校、その他：3校）
（3） その他海外派遣・2校（東南アジア）

広域

鳥取発！高校生グローバルチャ
レンジ事業

広域

県立学校裁量予算事業（学校
独自事業・国際交流関係）

教育委員会
高等学校課

広域

外国語指導力強化関係事業
（外国語指導助手（ALT）配置）

教育委員会
高等学校課

教育委員会
図書館

広域

図書館国際交流事業

広域

鳥取県議会議員海外調査派遣

県議会事務局

広域

アジア地域経済交流推進事業

通商物流課

広域

「木づかいの国とっとり」県産木
製品輸出チャレンジ事業

県産材・林産振興
課

韓国・
江原道

韓国交流推進事業（鳥取県江
原道職員相互派遣事業）

交流推進課

韓国・
江原道

韓国交流推進事業（「江陵（カン
ヌン）国際青少年芸術祝典」派
遣事業）

交流推進課

韓国・
江原道

韓国交流推進事業（江原道へ
の次年度交流協議団の派遣事
業）

交流推進課

韓国・
江原道

生涯スポーツ推進事業（日韓ス
ポーツ交流事業）

スポーツ課

韓国・
江原道

生涯スポーツ推進事業（江原道
との障がい者スポーツ交流事
業）

スポーツ課

韓国・
江原道

鳥取県文化団体連合会国際交
流支援事業

文化政策課

韓国・
江原道

鳥取県韓国江原道（東海）写真
交流事業（日韓（東海）写真交
流展）

文化政策課

16,512

定期便が就航している上海で観光物産展を開催する。
時期：未定、場所：上海

グローバル化が進展した現代社会において必要となる外国語教育の充実を図るた
め、県立高校に語学指導等を行う外国語指導助手（ALT）25名を配置する。

（1） 中国河北省図書館との交流
中国河北省図書館を招聘し、図書交換をはじめとする交流事業の充実に向けた協
議を行い、交流を深める。（時期：2020年秋頃）
（2） 図書交換事業
図書交換等に関する協定を結んでいる韓国・中国・ロシアの図書館と資料、情報
の交換を行う。また、モンゴル中央県図書館についても、資料、情報の交換を行うよう
協定を締結する。
6,041
（3） 海外に関する資料収集整備・提供の促進
特色ある資料収集と提供に努め、ホームページ等で公開していく。
（4） 海外に関する情報発信
国際理解の推進のための講演会を開催する。（年3回、県内3会場）
（5） 語学・歴史・文化等学習支援事業
翻訳絵本の読み聞かせや英語多読の推進を図る催しを行う。また、留学生の利用
促進を図る。
・県議会として県政課題等を考慮の上、環日本海地域を基本に議員を派遣し、調査を
－ 行うとともに海外地域との友好交流の促進を図る。
・派遣する地域及び派遣議員等については、今後、議会内で協議して決定する。
北東アジア地域及び成長著しい東南アジア等との経済交流に取組み、海外との取
27,096 引拡大を目指す県内企業を支援することで、県内企業の海外需要獲得を拡大してい
く。
海外における鳥取県産材製品のPR活動を強化し、県産材の販路拡大を図るため、
県産材製品の販売体制整備等を支援する。
時期：4月～、場所：韓国釜山広域市・京畿道、台湾台中市、ベトナムホーチミン市ほ
か
当県の友好交流地域である韓国江原道との間で職員の相互派遣を実施し、職員が
語学や地方行政の習得を行うとともに、両地域の相互理解の促進、人的ネットワーク
3,665 の形成等を通じ、友好関係の更なる発展を図る。（※当県と江原道は、1994（平成6）
年に「友好提携に関する協定書」を締結。）
時期：4月～3月（1年間）、場所：鳥取県／韓国江原道、人数：派遣／受入 各1名
韓国江原道で開催される「江陵国際青少年芸術祝典（主催：社団法人江陵市芸術
456 文化団体総連合会）」に県内の青少年による文化公演団を派遣する。
時期：7月～8月、場所：江原道江陵市、人数：12名程度

6,230

韓国江原道との交流事業を効果的かつ円滑に実施するため、翌年度事業に係る包
－ 括的な協議を行う。
時期：1月～2月、場所：鳥取県、人数：3名
韓国江原道に選手団（3競技：バレ－、柔道、バドミントン）を派遣し、交流試合を行
3,500 う。
時期：12月（5日間）、場所：韓国江原道
鳥取県障がい者スポーツ協会と韓国江原道障がい者体育会が2018年度に締結し
た交流協定に基づき、相互理解や友好を深め本県の障がい者スポーツの一層の発
1,151
展を図ることを目的に実施する交流事業に要する経費の一部を補助する。
時期：11月（4日間）、場所：韓国江原道
今年度は中断となっている鳥取県文化団体連合会と江原道芸術文化団体総連合会
との文化芸術交流の再開に向け、両県道の文化団体代表者らが今後の交流につい
477 て協議する。
時期：8月末まで、場所：韓国江原道、人数：5名（鳥取県文化団体連合会3名、県2
名）
367

合同写真作品展の開催、意見交換、撮影等の交流
時期：2021年1～3月頃、場所：鳥取県内

対象地域

韓国・
江原道

事業名

障がい者福祉関連鳥取県・江
原道交流事業

韓国・
江原道

水産業企画振興事業（日韓水
産科学技術協力推進事業）

韓国・
江原道

衛生環境研究所発信事業
（第16回鳥取県・江原道環境衛
生学会）

担当課

障がい福祉課

水産課

衛生環境研究所

韓国・
江原道

2020 GTI国際貿易・投資博覧会

通商物流課

韓国・
江原道

外国語指導力強化関係事業
（外国の公的機関と連携して行
う指導力向上研修（国外）への
派遣）

教育委員会
高等学校課

韓国・
江原道

環日本海教育交流推進事業
（児童生徒交流事業）

教育委員会
小中学校課

韓国・
江原道

博物館交流事業（国立春川博
物館との交流事業）

教育委員会
博物館

予算額
（千円）

江原道と鳥取県内の障がい福祉関係者の交流を促進することにより、相互理解と友
好を深め、本県の障がい福祉施策の一層の発展を図ることを目的として、県内障が
い者福祉関係者らが、江原道を訪問し、江原道の障がい者福祉関係施設の視察、障
578
がい福祉施策に係る意見交換を行う。
時期：9月中旬（4日間）、場所：韓国江原道、訪問者：民間の障がい福祉関係者7名
程度
1,068

－

鳥取県教育委員会と江原道教育庁が1995（平成7）年に締結した「姉妹結縁協定」に
基づいて開始された韓国との教員交流の実績を基に、両地域の児童生徒による交流
5,708 事業を実施する。
【児童生徒派遣】時期：6月、場所：鳥取県、人数：25人
【児童生徒受入】時期：10月、場所：韓国江原道、人数：28人
2010（平成22）年に締結した鳥取県立博物館と国立春川博物館との「友好交流及び
協力に関する協定」に基づき、春川博物館の職員を受入れ、各館の活動内容や調査
231
研究等、今後の交流について情報交換等を行う。
時期：未定（4泊5日）、場所：鳥取県、人数：3名程度
・鳥取県議会と江原道議会との「友好交流に関する合意書」に基づき、隔年で交互訪
問している。
・2019（令和元）年度は鳥取県議会が江原道議会へ訪問予定であったが、江原道の
－
諸事情により無期延期の意向が示されたが、交流が再開された場合、2020年度は本
県議会が訪問となる。
・実施時期等詳細は、今後、江原道議会と協議の上決定する。

県議会事務局

韓国

韓国交流推進事業（琴浦町日
韓友好資料館企画運営委員会
への助成）

交流推進課

200

韓国

韓国交流推進事業（「話してみ
よう韓国語」鳥取大会開催）

交流推進課

1,140

韓国

環日本海定期貨客船航路利用
促進費

国際観光誘客課

とっとり弥生
の王国推進課

中国・
吉林省

中国交流推進事業（吉林省県
費留学生受入事業）

交流推進課

中国・
吉林省

自治体職員協力交流事業（吉
林省）

交流推進課

中国・
吉林省

鳥取県・吉林省経済連携強化
事業

通商物流課

中国・
河北省

中国交流推進事業（河北省青
少年交流事業）

交流推進課

江原道で開催される「GTI国際貿易・投資博覧会」等に出展することで、県内企業の
海外展開を支援するとともに、環日本海定期貨客船航路の利用促進や本県の認知度
向上を図る。
時期：10月、場所：韓国江原道

韓国江原外國語教育院で毎年開催されている「初・中等短期集中英語職務研修」に
当県から教員4名を派遣し、江原道の教員と共に英語運用能力及び英語指導力を向
960 上させるとともに、現地の教員の日本語指導力向上に貢献する。
時期：7月下旬～8月上旬、場所：韓国江原道、人数：4名（中学校教員2名、高等学
校教員：2名）

鳥取県議会・江原道議会友好
交流

青谷上寺地遺跡出土品調査研
究等事業

日本海水産資源に対する日韓両国の共通認識を醸成し、水産分野における協力関
係を構築することを目的として、江原道で開催する「第20回日韓水産セミナー」に関係
者を派遣する。
時期：8月～9月頃（3泊4日）、場所：韓国江原道、人数：10名程度

2001（平成13）年に締結した鳥取県衛生環境研究所と江原道保健環境研究院との
「環境衛生分野における学術交流に関する覚書」に基づき、学術交流の推進を目的と
846
した「第16回鳥取県・江原道環境衛生学会」を開催する。
時期：10月頃（3泊4日）、場所：韓国江原道、派遣人数：7名

韓国・
江原道

韓国

主な事業内容

日韓友好資料館企画運営委員会に対し、資料館の運営に必要な費用の支援を行
う。

当県とつながりの深い韓国に対する県民の理解促進、韓国語学習者の拡大・意欲
向上を目的に、学習者が日頃の学習成果を発表するための大会「話してみよう韓国
語･鳥取大会」を開催する。
時期：12月頃、場所：鳥取県、主催：鳥取県、駐大阪韓国文化院
環日本海定期貨客船DBSクルーズフェリーの旅客利用のうち、特に一層の利用促
6,475
進が必要な日本からの利用者の増加を図るための支援を行う。
友好交流及び協力に関する協定を結んだ国立慶州文化財研究所との共同研究や
情報発信
【共同研究】
発掘調査や考古学的研究の方法を共有するため、共同研究会、史跡の活用事業、
発掘調査などに参加、学術交流を推進。
1,076
時期：8月頃（受入）、11月頃（派遣）
【情報発信】
世界考古学会議（開催地：プラハ）に慶州文化財研究所と共同参加。ヨーロッパで
とっとり弥生の王国の魅力を発信。
時期：7月中旬、場所：チェコ共和国プラハ

鳥取県と吉林省との友好親善に寄与する人材育成を行うため県内大学での県費留
2,587 学生受入、県内大学生の留学派遣を行う。また、受入予定大学をはじめとした関係機
関による事前調査、再来年度受入のための試験を実施する。
当県による国際協力の取組の一環として、友好交流地域である中国吉林省から、職
員を「協力交流研修員」として受け入れる。職員は予め設定したテーマに沿って県庁
3,957 や関係機関等で研修し、当県の持つ行政のノウハウの習得するともに人的ネットワー
クの形成を図る。
時期：10ヶ月程度、場所：鳥取県、人数：1名
平成30年10月に中国・吉林省と締結した「鳥取・吉林ADAS・EVプロジェクト」の推進
10,235 に関する覚書に基づき、第一汽車とのビジネス連携を推進する取組や、吉林省との新
たな物流ルート開拓に向けた取組等を実施する。
河北省との友好交流を推進するとともに、両地域の書道を始めとした文化への理解
をさらに深めるため、河北省高校生書道部を受入れ、県内高校生との書道交流等を
－
実施する。
時期：6月、場所：鳥取県、人数10名程度

対象地域

事業名

担当課

中国・
河北省

博物館交流事業（河北省博物
院との交流事業）

教育委員会
博物館

中国・香港

中国交流推進事業（香港青少
年交流事業）

交流推進課

中国・上海

中国交流推進事業（上海市青
少年交流事業）

交流推進課

ロシア・
沿海地方

ロシア沿海地方友好交流協定
10周年記念事業

交流推進課

ロシア・
沿海地方

ロシア極東地域交流推進事業

交流推進課

ロシア・
沿海地方

博物館交流事業（アルセーニエ
フ名称沿海地方国立博物館と
の交流事業）

教育委員会
博物館

ロシア

ロシアビジネス拠点化構築事業

通商物流課

モンゴル・
中央県

モンゴル中央県交流推進事業
（医療専門家派遣事業）

交流推進課

モンゴル・
中央県

モンゴル交流推進事業（農業研
修生受入）

交流推進課

モンゴル・
中央県

モンゴル交流推進事業（行政研
修生受入）

交流推進課

モンゴル・
中央県

モンゴル交流推進事業（留学生
支援鳥取県奨学金）

交流推進課

モンゴル・
中央県

モンゴル交流推進事業（青少年
受入）

交流推進課

モンゴル・
中央県

博物館交流事業（中央県立博
物館との交流事業）

教育委員会
博物館

ジャマイカ・
ジャマイカ・ウェストモアランド県
ウエストモア
交流推進事業（職員派遣事業）
ランド県

交流推進課

ジャマイカ・ ジャマイカ・ウェストモアランド県
ウエストモア 交流推進事業（マラソン交流事
ランド県
業）

交流推進課

ジャマイカ・ ジャマイカ・ウェストモアランド県
ウエストモア 交流推進事業（青少年交流事
ランド県
業）

交流推進課

ジャマイカ・ ジャマイカ・ウェストモアランド県
ウエストモア 交流推進事業（友好交流・国際
ランド県
貢献事業）
ジャマイカ・ウェストモアランド県
ジャマイカ・
交流推進事業（東京五輪事前
ウエストモア
キャンプ・ウェストモアランド県受
ランド県
入事業）

交流推進課

交流推進課

予算額
（千円）
515

主な事業内容
1998（平成10）年に締結した鳥取県立博物館と河北省博物院との「友好交流館締結
協定書」に基づき、河北省博物院を訪問し、各館の活動内容や調査研究等、今後の
交流について情報交換等を行う。
時期：未定、場所：中国河北省、人数：3名程度

香港との交流促進を図るため、香港の高校生を10名受入れ、日本の文化への理解
－ を深めていただくとともに、県内高校生との交流を図る。
時期：6・7月、場所：鳥取県、人数：10名程度
2020年1月に米子-上海便が就航したことを契機に、上海市との交流を推進するとと
もに、日本の文化への理解を深めていただくため、次代を担う高校生を対象とした高
－ 校間交流事業を実施する（上海市内の高校を受入れ、県内高校と交流事業を実施す
る。）。
時期：1・2月、場所：鳥取県、人数30名程度
2010年5月、鳥取県知事と沿海地方知事が友好交流協定を締結して10年を迎える
のを記念し、両地域で記念行事を開催する。10周年記念事業を機に日露地域間交流
4,475 を一層発展させるとともに、ロシア社会での信頼を得て、訪日観光客が急増している
ロシアからの対日需要を取り込むとともに、環日本海地域の人的交流の拠点として、
鳥取県の存在感を高める。
ロシア極東地域における当県の認知度を高め、ロシア沿海地方との友好交流関係
を更に発展させるため、以下の交流事業を実施（※本県とロシア沿海地方は、1991
（平成3）年に「友好交流に関する覚書」を締結）。
（1）ロシア極東囲碁交流団の受入れ
（2）沿海地方学生環境学習交流団の受入れ
3,821
（3）ロシア極東柔道交流団の受入れ
（4）ロシア極東地域日本語履修者交流団の鳥取県訪問
（5）ロシア沿海地方バスケットボール交流団の鳥取県訪問
（6）ドラゴンカヌー交流団の沿海地方派遣
（7）鳥取県文化デイズの開催
2010（平成22）年に締結した鳥取県立博物館とアルセーニエフ名称沿海地方国立博
物館との「友好交流及び協力に関する協定」に基づき、アルセーニエフ博物館を訪問
575
し、今後の両館相互の博物館交流、特に普及活動についての情報交換等を行う。
時期：未定、場所：ロシア沿海地方、人数：3名程度
日露経済協力プランの推進などを踏まえ、日露双方の政府及び経済団体等との
15,219 ネットワークを活用し、戦略的に取り組むことにより、新規ビジネス案件の創出を推進
していく。
1997（平成9）年7月「友好交流に関する覚書」を締結したモンゴル中央県との協力関
係を発展させるため、モンゴルにおいて発展途上である医療分野における交流事業
518
を実施する。
時期：9月頃、場所：モンゴル中央県、人数：2名程度
当県の友好交流地域であるモンゴル中央県との協力関係を発展させるため、中央
県から農業指導者である公務員を受け入れ、野菜の生産技術の向上を図る研修を実
－
施するほか、当県の農業施策や効率的な指導方法の習得を図る。
時期：9月～11月、場所：鳥取県、人数：1名
当県の友好交流地域であるモンゴル中央県との協力関係を発展させるため、中央
県内の行政職員を受け入れ、当県での研修受講を通じて資質向上を図るとともに、当
－
県との交流促進において中心的な役割を担う人材の育成を図る。
時期：2月、場所：鳥取県、人数：3名
当県の友好交流地域であるモンゴル中央県との協力関係を発展させるため、将来、
両地域間の交流のコーディネーターとなりうる中央県出身の優秀な若者に対して奨学
1,940
金を給付する。
時期：4月～3月（1年間）、人数：1名
当県の友好交流地域であるモンゴル中央県との協力関係を発展させるため、中央
県内の日本語履修生を鳥取県に受け入れ、日本文化の体験、県内学生との交流など
520 を行い、中央県との交流を推進する。（※2016（平成28）年度から受入・派遣を隔年で
実施）。
時期：6月、場所：鳥取県、人数：7名
－

モンゴル国中央県立博物館を訪問し、交流の可能性等についての意見交換を行う。
時期：未定、場所：モンゴル中央県、人数：3名程度

友好交流地域であるウェストモアランド県へ県職員をJICAの青年海外協力隊員とし
1,476 て派遣し、ウェストモアランド県が抱える課題解決のため支援を行うほか、両県の交
流が円滑に進むよう調整業務を行う。
本県で開催される「鳥取マラソン」、ウェストモアランド県で開催される「レゲエマラソ
ン」に両県が選手を相互派遣し、マラソンを通じたスポーツ交流を行う。
2,974
【派遣】時期：12月頃、場所：ウェストモアランド県、人数：選手2名ほか随行職員
【受入】時期：3月、場所：鳥取県鳥取市、人数：選手2名ほか随行職員
両県の青少年を相互派遣し、文化発信・現地高校生等との交流を行い、国際性豊
かな青少年の育成を図る。
6,639
【派遣】時期：調整中、場所：ウェストモアランド県、人数：生徒10名ほか随行職員
【受入】時期：調整中、場所：鳥取県、人数：生徒10名ほか随行職員
カリコム地域初となる地方間交流のトップランナーとして、本県が持つ技術力を当地
720 で課題となっている分野へ技術支援を行う。
※派遣・受入ともに詳細は調整中。
事前キャンプの際、ウェストモアランド県知事団を受入れして記念イベントを行い、事
－ 前キャンプの盛り上げ・ジャマイカ選手団の応援を行うとともに、ウェストモアランド県
との交流の促進及び県民への周知を図る。

対象地域

事業名

担当課

予算額
（千円）

台湾・
台中市

台湾交流推進事業（海外大学
生インターンシップ受入事業）

交流推進課

－

台湾・
台中市

台湾交流推進事業（サマース
クール団（青少年訪問団）派遣
事業）

交流推進課

900

台湾・
台中市

台湾交流推進事業（サイクリン
グ交流団受入事業）

交流推進課

1,329

台湾・
台中市

台湾交流推進事業（交流協議
団派遣）

交流推進課

－

台湾・
台中市

台湾交流推進事業（台湾物産
展開催事業）

交流推進課

－

台湾・
台中市

鳥取県台湾台中市書道交流事
業（第42回鳥取県書道連合会
展）

文化政策課

559

ブラジル

ブラジル交流促進事業（技術研
修員受入事業）

交流推進課

ブラジル

ブラジル交流促進事業（留学生
受入事業）

交流推進課

ブラジル

ブラジル交流促進事業（中堅
リーダー交流事業※派遣）

交流推進課

900

ブラジル

ブラジル交流促進事業（日本語
指導員派遣事業）

交流推進課

－

ブラジル

教員派遣研修事業

交流推進課

アメリカ・
米国バーモント州交流推進事業
バーモント州

交流推進課

鳥取県国際交流財団助成事業
アメリカ・
「鳥取県・米国バーモント州青少
バーモント州
年交流事業」
アメリカ・
バーモント大学病院との交流事
バーモント州 業
アメリカ
外国語指導力強化関係事業
又はイギリス

交流推進課
病院局
教育委員会
高等学校課

主な事業内容
2011（平成23）年度から、県内観光施設の外国人観光客への対応力向上、台湾の
学生の語学習得・日本式サービスの体得・県内観光資源の魅力発信を目的として、
台湾の大学生等を県内観光施設に受入れ、１ヶ月程度の就業体験を行っている。
日程：7月～8月、場所：鳥取県、人数：44名
2005（平成17）年度から開始した台湾台中市との青少年交流（毎年交互に派遣・受
入を実施）を通じ、両県市の青少年の相互理解・国際理解の促進を図る。
日程：8月、場所：台湾台中市、人数：10名
サイクリング先進地域である台湾と本県とのサイクリング分野での交流人口拡大や
観光交流の促進を図るため、台中市サイクリング交流団を受入れ、サイクリングを通
じたスポーツ交流を行う。
時期：秋頃、場所：鳥取県、人数：30名
当県と台湾台中市との今後の交流方針及び交流事業について協議するため、交流
協議団を派遣する。
時期：未定、場所：台湾台中市、人数：3名
台湾との交流拡大及び県内の台湾の認知度向上を目的に、県内企業と連携し、台
湾産農産物等を販売する物産展を開催する。
時期：7月、場所：鳥取県
合同書道作品展の開催、意見交換、書道実演等の交流を図る。
時期：2021年2月頃、場所：倉吉市

ブラジルに在住する当県出身者の子弟に対し、当県における技術研修の機会を設
4,000 け、ブラジルでの社会的・文化的・経済的地位の向上を図る。
時期：4～3月（12ヶ月）、場所：鳥取県、人数：1名
ブラジルに在住する当県出身者の子弟に対し、本県における修学の機会を設け、ブ
3,500 ラジルでの社会的・文化的・経済的地位の向上を図る。
時期：4～3月（12ヶ月）、場所：鳥取県、人数：1名
ブラジルに中堅リーダー（今後の民間交流において一定の役割を担うことが期待さ
れる人材）を約2週間派遣し、ブラジル鳥取県人会や当地の民間団体等との交流・意
見交換を通じ、民間主体による自立的な交流の活性化を図る。
時期：10月頃（2週間程度）、場所：ブラジル、人数：2名

ブラジル・サンパウロ州にある第二アリアンサ鳥取村へ日本語指導員（教員）を派遣
し、現地での日本語指導及び日本・本県の文化紹介等を行うことにより、ブラジルとの
交流や本県の国際理解教育を推進する。
時期：4～3月（12ヶ月）、場所：ブラジル、人数：1名
ブラジル・サンパウロ州にある第二アリアンサ鳥取村へ日本語指導員派遣事業の次
－ 期派遣候補者を短期派遣し、アリアンサでの指導環境や状況を把握してもらう。
時期：8月（1週間程度）、場所：ブラジル、人数：1名

バーモント州の青少年文化公演団を受入れ県内公演を開催し、文化交流を促進す
315 る。また、バーモント州内で日本語を学ぶ大学生を対象に、教育、観光、美術などの
分野に関して県内企業等でインターンシップを実施する。
7,739

公益財団法人鳥取県国際交流財団が実施する米国バーモント州との高校生相互交
流事業を支援する。

バーモント大学メディカルセンターから派遣される医師を県立中央病院において受け
入れ、日本における医療について学んでもらう。
英語担当教員の指導力向上を図るため、英語圏に長期間派遣し、研修を行う。
953
期間：2か月、人数：1人、研修先：アメリカ又はイギリス

600

