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対象地域 事業名 担当課
予算額
（千円）

主な事業内容

広域
第21回北東アジア地域国際交流・
協力地方政府サミット

交流推進課 1,250

　1994（平成６）年から当県が友好交流地域（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」に知事を団長とする代表団を派遣する。
　時期：９月頃（５泊６日）、場所：中国吉林省、人数：６名程度

広域
第21回北東アジア地方政府サミッ
ト関連事業「第18回北東アジア美
術作品展示会」

文化政策課 1,894

　中国吉林省で開催される「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18回北東アジア美術作品展示会」に本県の美術作家による
作品を出展し、本県の文化芸術に対する理解促進を図るとともに、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（日本画、洋画、書道等を１地域が15点出品）
（２）代表団の派遣（人数：３名、期間：５泊６日程度）

広域
第21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 504
　中国吉林省で開催される「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「経済協議会」に代表団を派遣する。

広域
第21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

3,177
　中国吉林省で開催される「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「北東アジア地方政府環境保護機関実務担当者会議」に代表団
を派遣し、各地域共通の環境問題について情報交換及び連携した取組の検討を行う。

広域

交流ネットワーク活用事業（鳥取
県タイ王国スマイルサポーター育
成事業、国内関係事業（市町村、
県外県人会等との協働による情
報発信）分除く）

交流推進課 8,755

　海外の交流ネットワーク（本県ゆかりの外国人や県人会等）を活用し、効果的に本県
情報の発信を行うため、各種事業を実施する。
（１）世界とっとりファンクラブ会員等への情報提供等委託
（２）一般財団法人自治体国際化協会海外共同事務所設置費
（３）海外県人会助成事業
（４）青少年国際協力支援事業

広域 多地域連携スポーツ交流事業 交流推進課 7,017

　「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、環日本海定期貨客船や米子－ソウル便等の交通イン
フラを活用して、友好交流地域が開催するスポーツイベントへの参加等の多地域間の
スポーツ交流を行う。
（１）友好交流地域が開催する国際スポーツ大会への相互派遣
　「北東アジア地方政府サミット」の参加地域（ロシア沿海地方、韓国江原道、中国吉林
省、モンゴル中央県）で開催されるスポーツイベントに選手団を派遣する。
　また、本県で開催する国際スポーツイベントについてはサミットの参加地域に加え、そ
れ以外の友好交流地域（ロシアハバロフスク地方、中国河北省、台湾台中市、米国
バーモント州、ジャマイカ・ウエストモアランド県）へ参加を呼びかけ選手団を受入れる。
（２）３地域青少年スポーツ交流事業
　本県と環日本海定期貨客船で結ばれているロシア沿海地方と韓国江原道の次世代
を担う青少年の間で、スポーツを中心とした交流行事を実施する。

広域
ワールドトレイルズカンファレンス
鳥取大会

中部総合事務
所

地域振興局
31,269

　世界各国のウォーキング関係者による国際会議「ワールドトレイルズカンファレンス
（WTC）鳥取大会」を開催する。また、県中部一円においてウォーキング大会等を同時
開催する。
　時期：10月14日～17日、場所：鳥取県中部、規模：4,000人（海外から約200人）

広域
関西ワールドマスターズゲームズ
2021組織委員会平成28年度負担
金

スポーツ課 14,000
　「関西ワールドマスターズゲームズ2021」の開催のため、一般財団法人関西ワールド
マスターズゲームズ2021組織委員会に対し2016（平成28）年度分の負担金を支払う。

広域
キャンプ地誘致推進プロジェクト
事業

スポーツ課 10,410
　オリ・パラ東京大会の事前キャンプ地誘致に向け、国内外トップチームの合宿の実績
づくり、オリ・パラ東京大会の事前キャンプの誘致活動を展開する。

広域

2020東京オリンピック・パラリン
ピック代表選手育成プロジェクト事
業 ｢世界で活躍する選手支援事
業｣

スポーツ課 10,988
　国際大会等に日本代表として出場する選手及びコーチに対して遠征に必要な経費の
一部を補助するとともに、海外から優秀な指導者を招聘して国際レベルで活躍する選
手を支援する。

広域
スポーツによる情報発信・地域お
こし支援事業　「「新生」鳥取マラソ
ン支援事業」

スポーツ課 7,500
　本県が実行委員会に参画する「「新生」鳥取マラソン」への海外ランナーの更なる誘
客を図るため、国内外の旅行社と協力し、ツアー商品造成等を行う。
　時期：３月中旬、場所：鳥取市内、受入人数：100名程度

広域
まんが王国とっとり建国５周年記
念事業（第５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

16,725
　「第５回まんが王国とっとり国際マンガコンテスト」を実施する。
　募集時期：４月～８月、表彰式：２月頃

広域
まんが王国・鳥取にコナンかい事
業（インバウンド版名探偵コナンミ
ステリーツアー）

まんが王国官
房

10,000
　外国人観光客向けの「名探偵コナン鳥取ミステリーツアー」を開催する。
　時期：４月～２月、対象国：韓国・香港・台湾・タイ

広域
第23回BeSeTo演劇祭2016開催
支援事業

文化政策課 24,631

　2016（平成28）年度に本県を主会場に開催される「第23回BeSeTo演劇祭」を「鳥の劇
場」を中心に、地域に根ざした国際芸術交流の機会提供及び全国に向けた情報発信
の機会とする。
　時期：８月～10月（県内は主に９月～10月）、場所：鳥取県、富山県、新潟県

広域
GTIと連携した北東アジア輸送
ルート確立事業

通商物流課 8,450

　環日本海定期貨客船航路の北東アジア地域における国際輸送ルートの確立に向け
て、GTI地方協力委員会（LCC）等に参画する。
　［準備会合］時期：５月、場所：韓国釜山市、［本会合］時期10月、場所：韓国江原道
　また、中国吉林省で開催される「第２回北東アジア博覧会商品展」に参加する。
　　時期：９月、場所：中国吉林省長春市

広域
北東アジア地域産業技術交流事
業

産業振興課 4,361

　本県、韓国・江原道、中国・吉林省の行政関係者及び研究者が本県で一同に会し、
産業技術開発に関する施策、産業技術開発の取り組み状況の発表を行い、地域間に
おける産業振興、共同研究開発等の促進を目的として「第６回北東アジア産業技術
フォーラム」を開催する。
　時期：未定、場所：鳥取県米子市（予定）

2016（平成28）年度鳥取県国際交流事業一覧
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対象地域 事業名 担当課
予算額
（千円）

主な事業内容

広域 外国人観光客受入推進事業 観光戦略課 28,556

　本県を国際的な観光地して魅力を高め、多くの外国人観光客が訪れる国際リゾート
地として発展させることを目的に、本県を訪れる外国人観光客の利便性を図るとともに
県内の『おもてなし』機運を醸成させ、官民が一体となって受入態勢整備を図る。
 （１）外国人観光客倍増促進補助金
　県内観光施設等の外国人観光客の利便性向上及び受入体制整備に対する支援
（２）国際観光案内体制の整備
　米子空港ビル内の観光案内所に韓国語対応可能な案内人を設置（週３日）
（３）県内関係者の機運醸成
　専門化等によるインバウンド研修会の開催。（年２回程度）
（４）県内各観光施設等の多言語対応の充実・利便性の向上
　・多言語電話通訳（コールセンター）の業務委託
　・県内宿泊施設・商業施設等に対する韓国語、中国語、英語の電話通訳サービス
（５）おもてなしの充実
　・チャーター歓迎対応運営委託
　・県内空港、ＪＲ駅・列車内でのチャーター歓迎対応を実施

広域 クルーズ客船受入推進事業 観光戦略課 8,350

　クルーズ客船の寄港による本県への経済波及効果を引き出すため、寄港時のオプ
ショナル（OP）ツアーコースの提案及びツアー造成に対する助成を行うとともに、OPツ
アー用のバス及び港周辺を周遊するバスの運行支援を行う。
（１）オプショナルツアーコース提案支援
　・県内観光素材をOPツアーの旅行会社へ提案する者に対する補助
　・OPツアーを造成する旅行会社への補助
（２）周遊バス運行支援
　港から周辺施設等への周遊バスの運行にかかる経費を助成

広域
外国人観光客誘致推進事業
（市場別事業）

観光戦略課 84,100

　本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観光
産業振興を図るとともに、米子ソウル便、環日本海航路定期貨客船等の国際交通基
盤の維持・発展を目的として、市場別に以下の事業を行う。
（１）韓国
　・米子ソウル便・DBSを活用した誘客活動を展開
　・アシアナ航空米子ソウル便就航15周年記念事業（2016年度のみ）
　・観光情報発信、旅行会社との共同広告実施
　・ソウル駐在員2名配置（旅行会社から情報収集）、訪日旅費
　・環日本海定期貨客船内での情報発信
（２）台湾
　・定期便・チャーター便を活用した旅行商品造成
　・旅行博出展、旅行会社・航空会社訪問支援、旅行会社・航空会社視察ツアー、
　　情報収集　等
　・ビジットジャパン地方連携事業（DMO移管）
（３）中国
　・認知度の向上と定期便を利用した旅行商品の造成を図る。（重点：上海）
　・旅行会社視察ツアー、旅行会社訪問支援
　・ビジットジャパン地方連携事業（DMO移管）
（４）香港
　・チャーター便のほか、香港定期便を活用した旅行商品造成を働きかける。
　・旅行博出展、旅行・航空会社の訪問支援・視察ツアー、情報収集 等
　　（一部DMO移管）
　・ビジットジャパン地方連携事業（DMO移管）
　・市場開拓局連携PR
　・香港定期便利用促進プロモーション【新規】
　・チャーター便等活用誘客事業（H27政策戦略）
（５）ロシア
　・本県の知名度が高まりつつある沿海地方で旅行博に出展
　・旅行博出展
（６）東南アジア
　・東南アジアビューローを活用し認知度の向上、旅行商品の造成を図る。
　　（重点：タイ、マレーシア、シンガポール）
　・旅行博出展、旅行会社の視察ツアー、訪問支援
　・ビジットジャパン地方連携事業（一部DMO移管）
　・観光情報説明会開催・物産観光展出展（バンコク、クアラルンプール、
　　シンガポール）市場開拓局と連携
　・タイ情報発信強化事業【新規】
（７）欧米
　・羽田空港乗継等を利用したＦＩＴ誘客を図る。
　・旅行会社視察ツアー（DMOへ移管）

広域
外国人観光客誘致推進事業
（共通事業）

観光戦略課 63,940

　本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観光
産業振興を図るとともに、米子ソウル便、環日本海航路定期貨客船等の国際交通基
盤の維持・発展を目的として、市場別に以下の事業を行う。
（１）旅行商品造成・販売促進及び送客への支援
　県内団体が観光客を誘致するための経費、または海外旅行社が本県に送客するた
めの経費に対して支援金を交付し、外国人観光客の増加を図る。
（２）JR西日本との連携事業
　個人観光客（FIT）の誘客を図るため、外国人観光客向け企画切符の香港、東南アジ
ア向けプロモーションをJR西日本及び中国５県と連携して実施する。
（３）観光素材紹介ツール
　多言語ホームページの維持・管理委託費用

広域 広域連携国際観光推進事業 観光戦略課 7,280

　近隣各県と連携して諸外国からの観光客を増やすことで県内観光消費額を増加さ
せ、本県の観光産業の振興及び米子ソウル便、環日本海定期貨客船などの国際交通
基盤の維持・発展させることを目的に、外国人観光客誘致事業を行う広域協議会への
経費負担を行う。
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対象地域 事業名 担当課
予算額
（千円）

主な事業内容

広域
環日本海定期貨客船航路利用促
進費

観光戦略課 4,600

　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、特により一層の利用
促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。
（１）国際定期航路利用促進委員会（仮称）負担金
（２）シャトルバス運行支援

広域 国際観光推進費 観光戦略課 27,545
　本県の国際観光推進に必要な基本ツールである外国語版の観光パンフレット等の作
成や国際観光業務を行う非常勤職員を配置する。

広域
米子空港国際定期航路利用促進
対策費

観光戦略課 81,203

（１）アシアナ航空運航経費支援
　米子ソウル便の安定運航を実現するためアシアナ航空に対して米子空港の着陸料、
施設使用料等の経費を支援する。
（２）国際定期航路利用促進委員会（仮称）負担金
　官民一体での利用促進を図るため、「国際定期航路利用促進委員会（仮称）」に負担
金を交付する。

広域
国際航空便就航促進事業
（チャーター便就航促進支援）

観光戦略課 18,150

（１）空港サポート業務
　県内空港を利用した国際チャーター便の運航時に空港施設内で通訳業務支援。
（２）グリーンツーリズムＪET委託事業（航空会社・旅行会社）
　季節チャーター便として連続３離着陸以上を行う航空会社に対し、本県の観光素材を
活用した運航PR（機内雑誌、機内広告等）を委託する経費。（航空会社：３企画）
　また、同企画に併せて、本県における自然・観光素材を活用したツアー（例：梨狩り、
スキー、ゴルフなどの体験ツアー）を含む旅行商品を造成する旅行会社に対し、本県観
光素材をPRするための広告・宣伝経費を委託するための経費。（旅行会社：３企画）
（３）アウトバウンド広告支援
　相互チャーター便の片便を利用した日本人向けツアー造成に対し経費の一部を支援
（４）ビジネスマッチング支援
　チャーター便を利用し相手国で商談会を開催するための委託経費

広域
国際航空便就航促進事業
（「ようこそ鳥取県」国際チャーター
便促進支援補助金）

観光戦略課 25,066

　本県の空港（鳥取・米子鬼太郎空港）を利用した国際チャーター便を催行する航空会
社又は旅行会社に対し、着陸料、空港施設使用料並びに、ツアー造成経費に対し一部
補助を行う。
（１）着陸料等の支援
（２）空港施設使用料への支援
（３）インバウンド

広域
関空発鳥取行き広域観光誘導（イ
ンバウンド対策）事業

関西本部 8,820

　急増する関西圏の訪日外国人旅行客に向けて、関西空港から大阪エリアを経由して
鳥取県を周遊する広域観光ルートを提案する。
（１）観光モデルコースを示した折り畳みマップの作成
（２）関西空港等でのPRイベントの実施
（３）海外で放送されるテレビ番組でのPR

広域 国際交流員等活用事業 交流推進課 76,646

　国際交流員（CIR）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、小学校・公民館等からの要請に基づき、国際理解講座の講師を務める
等、地域住民の国際理解の促進を図る。
　配置人数：15名
　　　（内訳：韓国５名、中国３名、ロシア２名、モンゴル１名、英語圏２名、台湾２名）

広域 派遣研修費 人事企画課 54,665

　職員の行政能力を向上させ、今後の施策反映・効率的な業務遂行を図るため、また
国際化に対応できる人材を育成し、関係国との交流に資するため、国内外の機関へ研
修派遣を行う。
（１）自治体国際化協会海外事務所　２名
（２）韓国・江原道　１名
（３）中国・吉林省　１名
（４）海外派遣者の事前語学研修　３名分

広域 鳥取県国際関係調整費 交流推進課 17,276
　本県の代表団・訪問団等の環日本海諸国等へ派遣や海外からの来賓、環日本海諸
国等からの代表団・訪問団の受入等に機動的に対応する。

広域
教育企画費（教育分野における国
際交流の推進）

教育委員会
教育総務課

1,688
　教育分野における国際化を一層推進するため、関係諸国の地方政府との教育分野
での交流を推進する。（※鳥取県教育委員会と江原道教育庁は1995（平成７）年に「姉
妹結縁協定書」締結し、毎年、教育交流事業を実施している。）

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

8,132

　学校長が独自性を発揮した学校運営ができるよう、学校運営費、教職員旅費、学校
独自事業費の総額を年度当初に学校に一括配分し、学校長裁量による予算執行（必
要に応じ節間流用が可能）を認めることにより、学校の自立度を高め、生徒の状況に
応じた学校づくりを進める。
（１）２校が海外研修旅行を実施
　　韓国：１校、台湾：１校
（２）12校が海外の交流校との学校間交流を実施（※複数の国と交流する学校が１校）
　　韓国：７校、中国：１校、台湾：１校、その他：４校

広域 外国語教育改善指導費
教育委員会
高等学校課

126,063
　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）26名を配置する。

広域
鳥取発！高校生グローバルチャ
レンジ事業

教育委員会
高等学校課

15,815

　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
グローバル社会の到来を迎え、グローバル化に対応できるよう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。
（１）英語弁論大会の優秀者をニュージーランドに派遣
（２）理数課題研究等発表会の優秀者を海外に派遣
（３）海外進出企業等での研修や現地の生徒などとの交流のため高校生を海外に派遣
（４）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

広域 環日本海図書館交流事業
教育委員会

図書館
11,019

　環日本海諸国（韓国・中国・ロシア）の原書やその地域について記述された日本語図
書の収集・提供など、鳥取県（県民）と環日本海諸国との交流を促進する。また、環日
本海交流室の機能を拡充し、洋書も含め広く海外情報を収集提供する国際交流ライブ
ラリーにおいて、幅広く国際交流や国際理解の促進に努める。

広域 鳥取県議会議員海外調査派遣
議会事務局

調査課
未定

　本県の県政課題等を踏まえ、県議会議員を派遣・調査するとともに、派遣地域との友
好交流を図る。地域、人数等は今後、県議会内で協議して決定していく。
　派遣地域：３地域程度、人数：各６名程度
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対象地域 事業名 担当課
予算額
（千円）

主な事業内容

韓国・江
原道

韓国交流推進事業（江原道との
職員相互派遣事業）

交流推進課 3,106
　本県と韓国江原道が職員の相互派遣を通じ、さまざまな分野での情報交換、連絡調
整を行う。
　時期：４月～３月（１年間）、場所：鳥取県／江原道、人数：派遣・受入 各１名

韓国・江
原道

韓国交流推進事業（江原道次年
度交流協議団の受入事業）

交流推進課 －

　本県の友好交流先である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。（※本県と韓国江原道は、1994（平成６）
年に「友好提携に関する協定書」を締結。）
　時期：１月～２月（４日間）、場所：鳥取県、人数：５名（受入）

韓国・江
原道

韓国交流推進事業（「江陵国際青
少年芸術祝典」派遣事業）

交流推進課 1,978
　江原道江陵市で開催される「江陵国際青少年芸術祝典（主催：社団法人江陵市芸術
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：20名

韓国・江
原道

国際文化交流事業（鳥取県文化
団体連合会国際交流支援事業）

文化政策課 1,353
　鳥取県文化団体連合会と韓国芸総江原道連合会（江原道の文化団体）が芸術文化
の相互理解並びに文化交流を促進するため、交流事業を行う。
　時期：５月、場所：鳥取県、人数：15名程度

韓国・江
原道

日韓スポーツ交流事業（日韓ス
ポーツ交流事業／日韓生涯ス
ポーツ交流事業）

スポーツ課 7,118

　スポーツ交流を通じた友好交流、スポーツ振興を図るため次の事業を行う。
（１）日韓スポーツ交流事業
　2001（平成13）年に締結した鳥取県体育協会と韓国江原道体育会との「スポーツ交
流協定書」に基づき実施されるスポーツ交流事業に対して補助を行う。
（２）日韓生涯スポーツ交流事業
　本県と韓国江原道生活体育会が生涯スポーツ分野において交流を実施する。

韓国・江
原道

障がい者スポーツ振興事業（江原
道との障がい者スポーツ交流事
業）

スポーツ課 169

　障がいの有無に関わらず、積極的にスポーツに参加できる環境づくりの促進、障が
い者スポーツの振興、並びに韓国江原道の障がい者との相互理解と友好交流の促進
を目的として、鳥取県障がい者スポーツ協会が江原道障がい者体育会との間で実施
する交流事業に対して補助を行う。

韓国・江
原道

障がい者福祉関連鳥取県・江原
道交流事業

障がい福祉課 717

　本県と江原道の障がい福祉関係者の交流を通じ、相互理解と友好関係の促進、本
県の障がい福祉施策の一層の発展を目的として、江原道内の関係施設の視察や関係
者との意見交換を行う。
　時期：７月下旬～８月上旬（４日間）、場所：韓国・江原道、人数：15名

韓国・江
原道

医工連携推進事業（北東アジア地
域医療機器産業参入支援事業）

産業振興課 644
　韓国江原道の原州医療機器テクノバレーとの連携等により、韓国の医療機器メー
カーと県内企業とのビジネスマッチングを行う。

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）

水産課 2,292
　日本海の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「第17回日韓水産セミナー」を開催する。
　時期：夏頃（３泊４日）、場所：鳥取県、人数：10名程度

韓国・江
原道

衛生環境研究所発信事業
衛生環境研究

所
687

　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し
た「第12回鳥取県・江原道環境衛生学会」を開催する。
　時期：９月～11月、場所：韓国江原道、人数：７名（派遣）

韓国・江
原道

環日本海教育交流推進事業
教育委員会
小中学校課

5,862

　1995（平成７）年に締結した県教育委員会と江原道教育庁との「姉妹結縁協定書」に
基づき、教員及び児童生徒、PTA等の交流の促進事業を実施し、両県道の施策や取
組等について相互理解を深めることにより、国際感覚豊かな教員及び児童生徒の育
成と本県における教育活動、PTA活動の充実を図る。
（１）教員交流（時期：６月、人数：10名（受入））
（２）児童生徒交流（時期：９月、人数：25名（派遣））
（３）PTA日韓交流（時期：10月、人数：９名（受入））

韓国・江
原道

博物館交流事業
教育委員会

博物館
277

　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、2016（平成28）年度は国立春川博物館からの訪問団を
受入れ、両館の活動内容や調査研究について意見交換等を行う。
　時期：未定（４泊５日）、場所：鳥取県、人数：４名（受入）

韓国・江
原道

鳥取県議会・江原道議会友好交
流

議会事務局
調査課

未定

　2010（平成22）年に締結した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、１年ごとに相互訪問し、交流を行っている。
　2016（平成28）年度は鳥取県議会が訪問団を派遣予定。今後、時期や内容等を先方
と協議の上、決定していく。

韓国・江
原道

韓国江原地方労働委員会等調査
交流事業

労働委員会事
務局

702
　2016（平成28）年３月に開催する鳥取県労働委員会創設70周年記念「日韓労働委員
会シンポジウム」を契機として、鳥取県労働委員会委員及び事務局職員が韓国江原地
方労働委員会等を訪問し、調査・交流を行う。

韓国
韓国交流推進事業（「話してみよう
韓国語2016鳥取大会」開催事業）

交流推進課 861

　本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：１月、場所：鳥取県、主催：鳥取県、駐大阪韓国文化院

韓国
韓国交流推進事業（日韓友好資
料館企画運営委員会負担金）

交流推進課 500
　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。（※日韓友好資料館企画運営委員会：日韓友好資料館及びその展示物等について
の企画・運営を行っている。）

韓国・江
原道以外

まんが王国発ソフトパワー事業
アジア戦略

まんが王国官
房

4,300

　「第20回ソウル国際マンガアニメーションフェスティバル(SICAF）」への出展。
　　時期：７月23日～28日
　海外からの誘客を図るため旅行博にまんがをテーマに出展。
　　地域、時期等詳細未定

韓国・江
原道以外

まんが王国とっとり妖怪パワー発
進事業（怪フォーラム併催企画）

まんが王国官
房

1,000

　世界妖怪協会が「怪遺産」と認定した地域が持ち回りで開催しているフォーラムを
2016（平成28）年度は本県で開催する。その際、併催企画として、ソウル市が特別参加
する（韓国の妖怪「トッケビ」等）。
　時期：９月、場所：鳥取県境港市

韓国・江
原道以外

まんが王国とっとり妖怪パワー発
進事業（超広域スタンプラリー）

まんが王国官
房

2,000
　本県とソウル市の両県市のまんが関連施設にスタンプポイントを設定し、観光交流を
促進する。
　　時期未定、場所：鳥取県（水木しげるロードほか）、ソウル市（チェミロほか）

中国・河
北省

鳥取県河北省友好提携30周年記
念事業

交流推進課 7,382
　本県と中国河北省が1986（昭和61）年に「友好県省締結協定書」を締結して以来、30
年を迎えることから、両県省が共同で友好交流30周年記念事業を開催する。
　時期：10月中旬（２泊３日）、場所：河北省石家荘市、派遣人数：10名程度

4 



対象地域 事業名 担当課
予算額
（千円）

主な事業内容

中国・河
北省

博物館交流事業
教育委員会

博物館
481

　1998（平成10）年に締結した鳥取県立博物館と河北省博物館との「友好交流館締結
協定書」に基づき、2016年（平成28）年度は鳥取県立博物館が訪問団を派遣し、両館
の活動内容や調査研究等について意見交換等を行う。
　時期：未定（４泊５日）、場所：中国河北省、人数：:５名（派遣）

中国・吉
林省

中国交流推進事業 交流推進課 1,390

　本県の友好交流先である中国吉林省との交流を推進するため、吉林省内の大学生
を本県に招へいし、県内大学生との交流や日本文化体験事業を実施する。（※本県と
中国吉林省は、1994（平成６）年に「友好交流に関する覚書」を締結。）
　時期：８月中旬（１週間）、場所：県内、人数：10名程度

中国・吉
林省、ジャ
マイカ・ウ
エストモア
ランド県

自治体職員協力交流事業 交流推進課 7,253

　友好交流先の地方自治体職員を研修員として受入れし、本県が持つノウハウを習得
させるとともに、派遣元自治体と人的交流を深めることで、本県の国際交流施策への
協力を得る。
　募集地域：中国吉林省、ジャマイカウェストモア県
　時期：６月～３月（10カ月間）、人数：２名

ロシア・沿
海地方

沿海地方友好交流25周年記念事
業

交流推進課 11,814

　本県とロシア沿海地方が1991（平成３）年に「友好交流に関する覚書」を締結して以
来、25年を迎えることから、友好交流25周年を契機とし、両地域の一層の交流促進及
び県民への国際理解の深化を目的として、次の事業を実施する。
（１）鳥取県開催行事
　ア　「沿海地方食文化体験フェア」（仮称）の開催
　イ　記念式典開催
（２）沿海地方開催記念行事への交流団派遣
　時期：未定、場所：ロシア沿海地方、人数：20名（派遣）
　内容：式典参加、青少年交流、伝統芸能公演等（予定）
（３）その他
　記念事業の一環として各種交流事業をさまざまな主体と協力実施。

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 4,599

　ロシア極東地域における本県の認知度を高め、友好交流関係を発展させるため交流
事業を実施する。（※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）青少年交流
　ア　沿海地方囲碁交流団の鳥取県訪問
　イ　鳥取県青少年環境交流団の沿海地方派遣
　ウ　鳥取県青少年柔道交流団の沿海地方派遣
　エ　ロシア極東地域日本語履修者交流団の鳥取県訪問
（２）交流地域での鳥取県PR・鳥取県文化デイズの開催
（３）県民向けのロシア紹介・国際交流員によるロシア講座

ロシア・沿
海地方

博物館交流事業
教育委員会

博物館
773

　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、2016年（平成28）年度は鳥取県
立博物館が訪問団を派遣し、両館の活動や調査研究等について意見交換を行う。
　時期：未定（４泊５日）、場所：ロシア沿海地方、人数：５名（派遣）

ロシア
ロシアビジネスサポート体制強化
事業

通商物流課 19,834

　ロシア沿海地方に「鳥取県ウラジオストクビジネスサポートセンター」を設置する。
　また、県商工労働部通商物流課内にロシア専門マネジャーを配置し、県内企業のビ
ジネス発展に向けた支援、沿海地方経済プロジェクトの取込等、需要獲得に向けた商
談会を開催する。

ロシア レストランフェア開催事業
販路拡大・輸

出促進課
3,524

　ロシア沿海地方ウラジオストクのレストランにおいて、県産食材を利用したレストラン
フェアを開催する。
　時期：８月、場所：ロシア沿海地方ウラジオストク（レストラン）

モンゴル・
中央県 モンゴル中央県交流推進事業 交流推進課 4,478

　本県の友好交流先であるモンゴル中央県との協力関係を発展させるため、各種事業
を実施する。（※本県とモンゴル中央県は、1997（平成９）年に「友好交流に関する覚
書」を締結。）
（１）中央県医療専門家派遣事業
　　時期：９月上旬（約1週間）、派遣者：医療関係者等４名
（２）農業技術研修員の受入
　　時期：９月～10月（２カ月程度）、人数：１名
（３）行政実務研修生の受入
　　時期：12月中旬（１週間程度）、人数：３名
（４）中央県からの留学生支援鳥取県奨学金
　　時期：４月～、人数：１名　等
（５）フムーン総合学校日本語履修生の受入れ事業
　　時期：６月下旬（４泊５日）、人数：５名

ブラジル ブラジル交流促進事業 交流推進課 12,801

　本県とブラジル鳥取県人会との今後の交流の継続・発展並びに更なる民間交流の促
進を図るため、各種の交流事業を実施する。
（１）技術研修員・留学生受入
　時期：４～３月（12ヶ月）、人数：各１名
（２）中堅リーダー交流事業（派遣）
　時期：11月予定（14日間）、人数：２名
（３）日本語指導員派遣
　時期：４～３月（12ヶ月）、人数：１名

ブラジル
第二アリアンサ鳥取村入植９０周
年記念事業

交流推進課 5,959

　第二アリアンサ鳥取村入植90周年を迎えることから、祝意を表し今後の活動の発展
を応援するため訪問団を派遣する。
　時期：７月、場所：ブラジル（第二アリアンサ鳥取村自治会館）、人数：４名
　内容：式典出席、関係先訪問　等
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対象地域 事業名 担当課
予算額
（千円）

主な事業内容

台湾・台
中市

台湾交流推進事業 交流推進課 5,686

　本県と台湾台中市との交流を促進するため、青少年交流を通じた相互理解、国際理
解の促進を図るとともに本県の知名度向上・交流機運の醸成を図る。
（１）海外大学生インターンシップ受入
　　時期：７～８月、人数：30名程度
（２）中学生サマースクール団派遣
　　時期：７～８月、１週間程度（予定）、人数：10名程度
（３）芸能交流団派遣
　　時期：２月頃、３泊４日（予定）、人数：12名程度　ほか

台湾・台
中市

第７回とっとり伝統芸能まつり 文化政策課 12,209

　地域で守られてきた伝統の行事・芸能を次世代に引き継ぐための取組みとして、地域
伝統芸能の伝承並びに活用の気運を広げることを目的として、伝統芸能から派生する
新たな要素を取り入れながら、「第７回とっとり伝統芸能まつり」を開催する。
　時期：６月26日（日）、場所：倉吉未来中心、人数：台中市から１団体を招へい

台湾 物産展開催事業
販路拡大・輸

出促進課
2,010

　県産品の販路拡大のため物産展を開催する。
　時期：２月頃、場所：台湾（百貨店）

米国・
バーモント
州

鳥取県国際交流財団助成事業
「米国バーモント州との青少年交
流」

交流推進課 8,638
　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。

ジャマイ
カ・ウエス
トモアラン
ド県

オリンピックホストタウン（ジャマイ
カ交流）推進事業（ウエストモアラ
ンド（ＷＭ）県との交流事業）

交流推進課 25,866

　ジャマイカ・ウエストモアランド県と姉妹都市提携を締結し、記念行事を開催するととも
に交流事業を開始する。
（１）職員派遣事業
（２）姉妹都市提携記念事業
（３）青少年派遣事前調査事業
（４）マラソン交流事業
（５）友好交流・国際貢献事業

ジャマイカ
オリンピックホストタウン（ジャマイ
カ交流）推進事業

スポーツ課 7,389

　2020年に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」に向け、政府が進める「ホスト
タウン構想」による取組を推進し、交流人口の増加、地域の活性化等に資するため、本
県での陸上競技チームキャンプ開催を契機としたジャマイカとのホストタウン交流計画
による交流事業等を実施する。
　また、市町村が行うホストタウン構想の試行的な交流事業への支援を行う。

タイ
交流ネットワーク活用事業
「鳥取県タイ王国スマイルサポー
ター育成事業」

交流推進課 1,380

　タイから日本語履修者、日本に対する関心の高い大学生等を招へいし、東南アジア
における本県の情報発信等に協力するサポーターを育成する。
　時期：５～６月頃、人数：10名程度
　内容：本県大学生との交流、県内産業の視察、文化体験、ホームステイ 等

タイ
鳥取県東南アジアビューロー設置
運営事業

通商物流課 9,996
　本県及び県内団体・企業等の東南アジア地域における販路・受注拡大、観光客誘
致、情報発信等を支援する現地拠点として、タイ・バンコク都に「鳥取県東南アジア
ビューロー」を設置運営する。

タイ 富有柿試食会事業
販路拡大・輸

出促進課
480

　タイの現地メディア等に対して、県内産の「富有柿」の試食宣伝会を実施する。
　時期：12月頃、場所：タイ（小売店）

マレーシ
ア

観光物産展開催事業
販路拡大・輸

出促進課
2,400

　マレーシアクアラルンプールの伊勢丹KLOCにおいて、県産品の販売、本県の観光
PRを実施する。
　時期：11月頃、場所：マレーシアクアラルンプール（伊勢丹KLOC）

マレーシ
ア

レストランでの鳥取フェア開催事
業

販路拡大・輸
出促進課

900
　マレーシアクアラルンプールの高級レストランにおいて、県産食材を活用した「鳥取
フェア」を開催する。
　時期：11月頃、場所：マレーシアクアラルンプール（高級レストラン）

マレーシ
ア

県産品PRイベント
販路拡大・輸

出促進課
3,250

　マレーシアクアラルンプールのホテルにおいて、レストランシェフ・小売り事業者等を
対象とした県産食材のプロモーションを実施する。
　時期：11月頃（観光物産展開会の前日）、場所：マレーシアクアラルンプール（ホテル）

フランス
まんが王国とっとり建国５周年記
念事業（欧州戦略）

まんが王国官
房

10,300

　「国際マンガコンテスト」が第５回を迎えることを記念し、「ジャパンエキスポ」でフラン
ス大会を実施する。（時期：７月７日～10日、場所：フランス・パリ）
　また、谷口ジロー氏の作品の舞台である倉吉市、鳥取市へ欧州からのモデルツアー
「谷口ジローの世界へ」を実施する。（時期未定、場所：鳥取県鳥取市、倉吉市）

フランス 見本市出展事業
販路拡大・輸

出促進課
9,882

　パリで開催される世界最大級の見本市「SIAL」に鳥取県ブースを出展する。
　時期：10月、場所：プランスパリ（特設会場）

香港 梨プロモーション事業
販路拡大・輸

出促進課
2,080

　JA全農とっとり、株式会社ドール（Dole）と連携して梨のプロモーション、本県の観光
PRを実施する。
　時期：９月頃、場所：香港（量販店、ＡＢＣクッキングスタジオ）

香港 青果物の情報発信事業
販路拡大・輸

出促進課
1,440

　香港の現地メディア向けに県内産のスイカ、梨、柿、ぶどうの試食会を開催する。
　時期：７月頃（スイカ）、９月頃（梨、ぶどう）、12月頃（柿、あたご梨）
　場所：香港（小売店）

マカオ レストランフェア開催事業
販路拡大・輸

出促進課
1,519

　マカオのレストランにおいて、県産食材を利用したレストランフェアを開催する。
　時期：11月頃、場所：マカオ（レストラン）

マカオ
まんが王国発ソフトパワー事業
国際マンガサミットへの参加

まんが王国官
房

440
　「国際マンガサミット・マカオ大会」へ参加する。
　　時期：10月20日～23日

オランダ
とっとり花回廊とキューケンホフ公
園の交流記念事業

生産振興課 8,585

　2017（平成29）年度にとっとり花回廊がオランダ・キューケンホフ公園との姉妹公園締
結20周年を迎えることから、20周年記念セレモニーに向けた準備を行う。
（１）職員派遣
　時期：５月頃（３泊４日）、場所：オランダ、人数：２名＋花回廊職員他
（２）改修委託
　キューケンホフ公園内の花回廊コーナーの看板設置や記念植樹の準備等を委託
（３）とっとり花回廊でのイベント準備
　チューリップ球根購入
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