2017（平成29）年度鳥取県国際関係事業一覧
対象地域

事業名

担当課

広域

第22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

広域

第22回北東アジア地方政府サ
ミット関連事業「第19回北東ア
ジア美術作品展示会」

文化政策課

広域

第22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22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

広域

中国交流推進事業（「第２回日
中韓地方政府協力会議」への
参加）

交流推進課

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」）

産業振興課

広域

キャンプ誘致推進プロジェクト事
業

スポーツ課

広域

東京オリ・パラターゲット競技事
業（ターゲット事業）

スポーツ課

広域

関西ワールドマスターズゲーム
ズ2021開催準備推進事業

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（「新
生」鳥取マラソン支援事業）

スポーツ課

広域

グラウンド・ゴルフ聖地化推進
事業（国際大会の県内開催（湯
梨浜町と共催））

スポーツ課

広域

グラウンド・ゴルフ聖地化推進
事業（モンゴルルートを活用した
ロシア・中央アジア・東欧等へ
の展開）

広域

スポーツツーリズム推進事業
（ウォーキングリゾートの推進）

予算額
（千円）
28,560

2017年３月６日現在

主な事業内容
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」を開催する。
時期：４月（３泊４日）、場所：鳥取県倉吉市、人数：20名（各地域５名）

「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「第19回北東
アジア美術作品展示会」を開催する。参加地域の美術作家による作品を展示し、文
9,531 化芸術に対する相互理解の促進を図るとともに、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）代表団の受入（時期：４月（３泊４日）人数：15名（各地域３名））
「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「経済協議
2,943 会」を開催する。
時期：４月（３泊４日）、場所：鳥取県倉吉市、人数：15名（各地域３名）
「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「環境保護機
関実務担当者会議」を開催する。予め設定した環境問題に関するテーマに沿って意
4,084 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：４月（３泊４日）、場所：鳥取県倉吉市、人数：15名（各地域３名）
日中韓３か国の地方政府政府の要人や地方政府代表等が一同に会し、経済・貿易
等をテーマとした意見交換を行う「第２回日中韓地方政府協力会議」へ当県の代表団
500
を派遣する。
時期：８月、場所：吉林省、人数：３名
当県と当県の友好交流地域である韓国江原道、中国吉林省が持ち回りで開催して
いる「第７回北東アジア産業技術フォーラム」へ当県代表団を派遣する。フォーラムに
430 おいて、行政関係者及び研究者が産業技術開発に関する施策、産業技術開発の取
組状況の発表を行い、地域間における産業振興、共同研究開発等の促進を図る。
時期：未定、場所：江原道、人数：６名程度
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」における事前キャンプ等の誘
30,044 致のため、関係者の招へいやJOC認定競技別強化センターの整備、レーザー級世
界選手権大会の開催準備、通訳体制整備のための研修会等を実施する。
29,546

既に国内外の競技会等で好成績を収めている県内若手選手の中で、 「2020年東
京オリンピック・パラリンピック競技大会」で日本代表選手になり得る可能性が極めて
高い選手及びそのコーチに対して、海外合宿及び遠征に必要な経費の一部を補助
する。

2021（平成33）年、当県を含む関西一円で開催される「関西ワールドマスターズ
ゲームズ2021」を成功裏に開催するため、県実行委員会の設置やオークランド大会
15,356
における競技視察並びに本県開催競技のPR、大会組織委員会への負担金支出を
実施する。
当県が実行委員会の一員として参画する「新生」鳥取マラソンへ、海外ランナーの
7,500 参加を更に促進するため、国内外の旅行社と協力し、ツアー商品の造成等を行う。
（時期：2018年３月頃、場所：鳥取県鳥取市、人数：100名程度）
子どもからお年寄りまで誰でも楽しむことのできる鳥取県湯梨浜町発祥のグラウン
ド・ゴルフの普及促進及び国を超えたプレーヤー同士の交流を図るとともに、「関西
2,000 ワールドマスターズゲームズ2021」の中で世界大会の開催を目指す。
（時期：10月、場所：鳥取県湯梨浜町）

スポーツ課

モンゴルで開催される国際大会への参加を通じて、モンゴルとネットワークができて
いるロシアや中央アジア諸国等の参加国のキー人材へアプローチし、競技団体の組
1,195 織化を働きかける。あわせて県内で開催予定の国際大会への誘致、「関西ワールド
マスターズゲームズ2021」のPRを行う。
（時期：８月、場所：モンゴル・ウランバートル市）

中部総合事務所
地域振興局

ワールド・トレイルズ・カンファレンス（WTC）鳥取大会の成果を活かして、世界に通用
するウォーキングコースの整備を進め、ウォーキングを活用した地域づくりとインバウ
ンドの推進を図る。
15,117 また、県中部で開催されるウォーキング大会を通じて、関係団体・住民ボランティア
と一丸となって、鳥取県中部地震からの復興と飛躍の姿を国内外に発信する。
（１）世界に通用するウォーキングコースの整備
（２）ウォーキング大会への支援
（３）海外とのネットワークの拡大と次世代を担うリーダーの育成

交流推進課

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
1,955
と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月頃、場所：江原道、人数：16名
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
1,103
方政府サミット」での合意に基づき、友好交流地域が開催するスポーツイベントへの
参加等を行う。

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）

広域

多地域連携スポーツ交流事業
（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）

交流推進課

広域

まんが王国発ソフトパワー事業
（「第６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

11,946

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６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

対象地域

事業名

担当課

広域

第８回とっとり伝統芸能まつり

文化政策課

広域

交流ネットワーク活用事業（鳥
取県サポーター育成事業）

交流推進課

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（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

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

予算額
（千円）

主な事業内容

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り組みとして、
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
13,257 生する新たな要素を取り入れながら、「第８回とっとり伝統芸能まつり」を開催する。
時期：６月18日（日）、場所：鳥取県鳥取市、人数：海外から１団体を招へい
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
1,380 め、海外の日本語履修者や日本に関心の高い大学生等を当県へ招へいする。
時期：５月頃、場所：鳥取県、人数10名程度
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。
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
800 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。
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。

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
76,873 等、国際理解の促進を図る。
人数：15名（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）
当県の友好交流地域（吉林省・ウエストモアランド県）から自治体職員を研修員とし
て受入れ、当県が持つノウハウを習得していただくとともに、派遣元自治体との人的
9,867 交流の促進や当県施策への連携や協力を得る。
時期：６月～３月（10カ月間）、人数：２名
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。
21,759 （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

国際交流員等活用事業

交流推進課

広域

自治体職員協力交流事業

交流推進課

広域

派遣研修費（海外研修派遣）

人事企画課

広域

鳥取県国際交流財団助成事業

交流推進課

49,264

当県の地域国際化の促進のため、公益財団法人鳥取県国際交流財団が行う次の
事業に対する助成を行う。

広域

鳥取県国際関係調整費

交流推進課

17,276

環日本海諸国等への各種訪問団派遣依頼に機動的に対応するため、また、外国
人来賓、環日本海諸国からの各種訪問団の受入等に対応する。

広域

グローバル・リーダー育成事業

教育委員会
高等学校課

11,802

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

11,472

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

8,244

広域

外国語教育改善指導費

教育委員会
高等学校課

129,911

広域

環日本海図書館交流事業

教育委員会
図書館

11,214

広域

鳥取県議会議員海外調査派遣

県議会事務局

広域

【地方創生推進交付金】「食の
みやこ鳥取県」輸出促進活動支
援事業

販路拡大・
輸出促進課

79,305

広域

アジア地域経済交流推進事業

通商物流課

22,889

未定

急速にグローバル化が加速する現状を踏まえ、語学力とともに、幅広い教養、問題
解決力等の国際的素養を身に付け、将来様々な分野において国際的に活躍できる
グローバル・リーダーを高等学校段階から育成する。
国事業（SGH：スーパーグローバルハイスクール）を活用し、国内外の大学や企
業、国際機関等と連携を図り、英語を使う機会の飛躍的増加、先進的な人文科学・社
会科学分野の教育の重点化等に取り組む高等学校等を指定し、質の高いカリキュラ
ムの開発・実践やその体制整備を支援する。
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。
（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）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
（３）理数課題研究等発表会の優秀者を海外に派遣
（４）英語弁論大会の優秀者をニュージーランドに派遣
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（韓国：１校、台湾：１校）
（２）海外交流校との学校間交流・14校（※複数の国と交流する学校が１校、韓国：７
校、中国：２校、台湾：２校、その他：５校）
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）を配置する。
また、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。
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。
2017（平成29）年度は、中国河北省図書館を訪問し、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進め、交流を深める。
当県の県政課題等を考慮し、３地域程度に鳥取県議会の議員各６名程度を派遣
し、調査を行うとともに友好交流を図る。（派遣地域や派遣議員等は今後、県議会内
で協議し、決定する。）
アジア圏での消費市場の拡大、国の輸出戦略の動向を踏まえ、国及び地域ごとに
施策内容を検討し、輸出に取り組む事業者の収益向上及び県産農林水産物の知名
度向上と販路拡大を図る。また、事業企画に当たっては他県と積極的に連携し、フェ
アの共同実施、バイヤーの共同招へいなどにより、事業効果の向上を図る。
アジア地域との経済交流や連携のさらなる促進を目的とし、同地域からの訪問団の
受入れ、商談会への参加、航路利用促進に係る会議等に機動的に対応する。

対象地域

事業名

担当課

予算額
（千円）

主な事業内容
日露経済協力プランの推進、平昌五輪・パラリンピックの開催等により新たに創出
される輸送需要を取り込むため、国内外での広報活動や物流専門展示会等への出
展等を通じて、環日本海定期貨客船航路の周知活動を強化する。
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、GTI地方協力委員会等に参画する。また、国際貿易博覧会への出展を通じて県
内企業の海外展開を支援する。
訪日外国人観光客数の伸びが著しいASEAN（東南アジア諸国連合）市場のうち、
特に伸びているベトナム、フィリピンから新たな誘客を強化し、訪日地方旅行の先駆
地域を目指す。
また、それにより観光市場からの誘客による本県観光産業の振興を図るとともに、
トランジット（経由）活用による米子ソウル便（エアソウル）、米子香港便（香港空港）の
利用促進に繋げる。
増加する外国人観光客の誘致を促進するため、「山陰」を対象とした観光地域づくり
の中心（マネジメント）となる機能をもつ山陰インバウンド機構の運営費を負担する
（鳥取県、島根県が同額ずつ負担）。
外国人観光客向けの新たな事業創出のため、人材育成、事業シーズの育成支援
及び外国人向け体験メニューの販売支援及び開発等を行う。
当県を訪問する東アジア市場（韓国・香港・台湾・中国）からの外国人観光客を増加
させることにより、県内観光消費額の増大と当県観光産業の一層の発展を図るた
め、当県の国際定期便や近隣空港定期便、県内空港へのチャーター便を利用し、近
隣各県や海外地方政府、民間事業者と連携した情報発信やメディア招請などの外国
人観光客誘客に取り組む。
当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、環日本海定期貨客船）などの国際交通基盤の維持・
発展に寄与するため、近隣各県や海外地方政府、民間事業者と連携した情報発信
やイメディア招請などの誘客活動を実施する。
（１）広域連携国際観光推進事業負担金
（２）JR西日本との連携事業
（３）外国人観光客倍増促進事業補助金
（４）多言語ホームページ維持管理・観光PRツール制作費
（５）国際観光業務非常勤職員配置・その他事務費
当県を訪れ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。
（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補助金

広域

環日本海圏航路利用促進事業

通商物流課

12,750

広域

GTI（広域図們江開発計画）と
連携した北東アジア輸送ルート
確立事業

通商物流課

7,600

広域

伸びるASEAN新規市場からの
誘客事業

観光戦略課

6,100

広域

山陰インバウンド機構運営事業

観光戦略課

77,000

広域

東アジア市場誘客事業

観光戦略課

68,407

広域

国際観光推進費

観光戦略課

45,205

広域

外国人観光客送客促進事業

観光戦略課

42,920

観光戦略課

近年増加している個人旅行者に対する利便性及び当県旅行商品の魅力向上につ
なげることを目的に、基幹交通拠点等を出発地として観光地を巡るプランを充実す
る。
（１）境港国際ターミナルと県中部・東部地区を結ぶリムジンバスの運行及び広報支
24,463 援
（２）県内に発着又は宿泊する外国人旅行者向けに主要観光地等を周遊するタク
シー等の運行及び広報支援
（３）空港や駅から主要観光地を周遊するバス等の運行及び広報支援
（４）「とっとりのりもの総合案内」の作成

広域

観光周遊促進支援事業

広域

外国人観光客受入推進事業

観光戦略課

23,736

広域

ICTを活用した外国人個人旅行
者（FIT）対応事業

観光戦略課

16,321

広域

国際航空便就航促進事業

観光戦略課

13,350

広域

東南アジア・ロシア市場誘客事
業

観光戦略課

12,000

広域

攻めるSNSインバウンドマーケ
ティング事業（外国人個人旅行
者（FIT）対策）

観光戦略課

12,000

広域

東アジア地方政府観光フォーラ
ム実務代表者会議開催事業

観光戦略課

当県を訪れる外国人観光客の利便性を高め、鳥取ファンやリピーターの獲得・拡大
へつなげるため、官民が連携し受入環境の整備を実施する。
（１）外国人観光客倍増促進補助金
（２）国際観光案内体制の整備
（３）県内各観光施設等の多言語対応の充実・利便性の向上
（４）おもてなしの充実
当県を訪問する外国人個人旅行者（FIT）の利便性向上を図るため、ICT（情報技
術通信）を活用した多言語音声翻訳システム及び多言語観光ガイドを整備する。
（１）多言語音声翻訳システム導入実証実験
（２）テレビ電話による多言語観光ガイド
近年、訪日外国人観光客が全国的に顕著な伸びとなっていることを踏まえ、当県の
２つの空港（鳥取砂丘コナン空港・米子鬼太郎空港）を活用し、海外の様々な地域と
の結びつきを深めていく。
（１）チャーター便就航促進支援
（２）「ようこそ鳥取県」国際チャーター便促進支援補助金
訪日観光客が順調に伸びている東南アジア（タイ・マレーシア・シンガポール）及び
交流機運が高まっているロシア市場からの当県への誘客を増加させることによって、
県内観光消費額を増加させ、当県観光産業の振興を図るとともに、乗り継ぎ利用に
よる米子ソウル便（エアソウル）、米子香港便（香港航空）など国際交通基盤の維持・
発展に寄与することに取り組む。
外国人観光客増加による県内観光消費の伸長と、本県観光産業の更なる発展の
ため、近年増加している外国人旅行者（FIT）に対して、県内の観光情報をSNS等に
より発信するほか、発信結果のデータ分析（嗜好等）等を実施し、更なる個人旅行者
の誘致に取り組む。

東アジア10地域の行政、観光業界、大学等の産学官が集い、東アジア域内の交流
推進と世界各地からの観光誘客を目的とした「東アジア地方政府観光フォーラム（以
下、EATOF）総会」を開催する。
9,173 時期：本会議９月頃（準備会議：８月頃）、場所：鳥取県
※EATOF参加地域：日本・鳥取県、韓国・江原道、中国・吉林省、モンゴル・中央
県、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州、フィリピン・セブ州、マレーシア・サラワク
州、ベトナム・クアンニン省、カンボジア・シェムリアップ州、ラオス・ルアンパパン県

対象地域

事業名

担当課

予算額
（千円）

主な事業内容
クルーズ客船の鳥取港及び境港寄港による当県への経済波及効果を最大限に引
き出すため、クルーズ客船寄港時、より多くの乗船客が県内観光地に立ち寄るよう、
県内観光素材の売り込みを強化するとともに、周辺施設等を周遊するバスの運航支
援により受入環境の充実を図る。
（１）オプショナルツアープロモーション強化
（２）オプショナルツアーコース提案支援
（３）周遊バス運行支援
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）国際定期便利用促進協議会負担金
（２）シャトルバス運行委託費
本県の魅力的な観光地を動画で撮影し、フェイスブックやブログなどSNSによる情
報発信や旅行博覧会・海外旅行社へのPRなどの際に、映像として披露することで当
県への誘客に繋げる。
自然災害発生時、当県を訪問している外国人観光客の安全確保のため、何をすべ
きか、そのために普段から何を準備すべきか等、初動対応の必要性、重要性等につ
いて周知を図る研修会を実施する。また、外国人観光客はさまざまな国や地域から
来県するため、県内の観光施設や宿泊施設が行う避難誘導や情報提供の体制づく
り等の取組に対して支援を行う。
当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
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：10名程度
当県の友好交流地域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。
時期：１月～２月（４日間）、場所：鳥取県、人数：５名（受入）
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：10月、場所：鳥取県、人数：15名程度

広域

クルーズ客船受入推進事業

観光戦略課

6,370

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

広域

外国人の心に響くコンテンツ制
作・発信事業

観光戦略課

3,000

広域

災害時における外国人観光客
対応支援事業

観光戦略課

2,250

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

3,587

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

1,130

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

－

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

2,801

韓国・江
原道

生涯スポーツ推進事業（鳥取県
体育協会委託等事業－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（鳥取県
障がい者スポーツ協会補助事
業－江原道との障がい者ス
ポーツ交流－）

スポーツ課

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

当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、江原道の障がい者福祉関係者ら
1,837 を受入れ、県内の障がい者福祉関係施設の視察、障がい福祉施策に係る意見交換
を行う。
時期：８月下旬～９月上旬、人数：25名

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

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
952 力関係を構築することを目的として「第18回日韓水産セミナー」を開催する。
時期：秋頃（３泊４日）、場所：江原道、人数：10名程度

韓国・江
原道

衛生環境研究所発信事業（「第
13回鳥取県・江原道環境衛生
学会」）

衛生環境
研究所

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
4,371
した「第13回鳥取県・江原道環境衛生学会」を開催する。
時期：10月頃、場所：鳥取県、人数：江原道７名 他

韓国・江
原道

教育企画費

教育委員会
教育総務課

韓国・江
原道

英語教育強化推進事業

教育委員会
高等学校課

韓国・江
原道

世界平和教育フェスティバルへ
の生徒派遣

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
（教員交流事業）

教育委員会
小中学校課

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
1,721 定」に基づき、両地域の教員による交流事業を実施する。
時期：６月、場所：江原道、人数：10名

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

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
2,985 定」に基づき、両地域の児童生徒による交流事業を実施する。
時期：９月、場所：鳥取県、人数：25名

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

公益財団法人鳥取県体育協会と大韓民国江原道体育会が2001（平成13）年11月
６日に締結したスポーツ交流協定書に基づき、当県の友好交流地域である韓国江原
6,611 道から選手団を受け入れ、ソフトテニス・フェンシング・卓球の３種目でスポーツ交流
を行う。
時期：12月、場所：鳥取県、人数：45名
県民のスポーツに対する意欲・関心を高め、生涯にわたる豊かなスポーツライフの
実現と健康・体力の保持増進を図るため、当県の友好交流地域である韓国江原道か
295 ら選手団を受け入れ、障がいある方同士によるスポーツ交流を行う。
時期11月、場所：鳥取県、人数：５名

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」に基づき、教育分野における国際化を一層推進するため教育交流事業を実施す
る。
韓国江原外國語教育院で毎年夏に開催されている「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
960
力を向上させるとともに、現地の教員の日本語指導力向上に貢献する。
時期：夏頃、場所：江原道、人数４名（中学校教員２名、高等学校教員２名）
「2018平昌冬季オリンピック」の成功を願うとともに、国際交流を通じた生徒の平和
と世界市民意識を育むことを目的に開催されるフェスティバルに高校生を派遣し、生
－
徒平和に関する討論、オリンピック競技の体験、文化交流などを行う。
時期：５月、場所：江原道、人数10名
－

856

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、鳥取県立博物館が訪問団を派遣し、両館の活動内
容や調査研究について意見交換等を行う。
時期：未定（４泊５日）、場所：江原道、人数：５名

対象地域

事業名

担当課

韓国・江
原道

鳥取県議会・江原道議会友好
交流

韓国・江
原道

韓国江原地方労働委員会等研
究交流事業

労働委員会

韓国・江
原道

北東アジア地域医療機器産業
参入支援事業

産業振興課

韓国・江
原道

平昌オリンピック・パラリンピック
を活用した人・モノ交流活性化
事業

観光戦略課

韓国・釜
山

鳥取発！まるごと県産材普及
推進事業

県産材・
林産振興課

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

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

韓国

青谷上寺地遺跡出土品調査研
究等事業

教育委員会
埋蔵文化財
センター

韓国

米子空港国際定期航路利用促
進対策費

観光戦略課

中国・吉
林省

中国交流推進事業（吉林省青
少年交流事業）

交流推進課

中国・河
北省

中国交流推進事業（青少年卓
球交流団派遣）

交流推進課

中国・河
北省

博物館交流事業（河北省博物
館との交流事業）

教育委員会
博物館

中国・香
港

山陰海岸ユネスコ世界ジオ
パーク創生事業

中国・香
港

国際航空便利用促進事業

中国

中国ジオパークネットワーク
（CGN)と日本ジオパークネット
ワーク（JGN)との交流事業

県議会事務局

山陰海岸
ジオパーク海と
大地の自然館

観光戦略課

山陰海岸
ジオパーク海と
大地の自然館

ロシア・沿 ロシア極東地域交流推進事業
海地方
（青少年交流事業）

交流推進課

ロシア・沿 ロシア極東地域交流推進事業
海地方
（県民向けのロシア紹介）

交流推進課

予算額
（千円）

主な事業内容

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、江原道へ鳥取県議会の代表団を派遣する。（※2016（平成28）年度
は当県が江原道議会を訪問する予定だったが、鳥取県中部地震の発生により中止し
た。）実施時期等の詳細は、今後、江原道議会と協議の上、決定する。

2016（平成28）年９月に締結した鳥取県労働委員会と韓国江原地方労働委員会と
の「業務協力・交流協約書」に基づき、両委員会事務局職員の相互訪問による協議
627 実施、労働委員会制度の現状・方策並びに紛争事例等に関する研究、情報提供を
実施する。
時期：６月～12月頃、場所：鳥取県／江原道
江原道の原州医療機器テクノバレーと連携し、現地医療機器メーカーの需要調査
644 や県内企業とのビジネスマッチングを行う。
時期：９月頃、内容：原州市企業のニーズ調査や商談実施
2018（平成30）年２月、当県の友好交流地域である江原道で「平昌冬季オリンピッ
ク・パラリンピック」が開催されるのを機に、国際定期便（米子ソウル便・環日本海定
期貨客船）を活用した当県への旅行商品造成やモニターツアーの実施、更にはオリ
5,000 ンピック観光情報の発信を行う。
（１）平昌オリンピック・パラリンピック来訪者誘客事業（欧米向け）
（２）平昌オリンピック・パラリンピック来場者誘客事業（ユニバーサルツーリズム）
（３）平昌オリンピック・パラリンピック関連ツアー造成支援・情報発信事業（アウトバウ
ンド）
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、
8,758 県産材製品の販売体制整備等を支援する。
時期：４月～、場所：釜山広域市
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
804 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。）
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
1,305 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
青谷上寺地遺跡の特徴である朝鮮半島との交流の実態を把握するため、韓国の
727 遺跡から出土している遺物や遺構、遺跡の立地環境などの比較研究を行うとともに、
韓国の考古学・文化財関係者との情報交換を図る。
米子ソウル便の安定運航を実現するため、運航会社である「エアソウル」に対して
81,203 米子空港の着陸料、施設使用料等の経費を支援する。また、官民一体での利用促
進を図るため、「国際定期便利用促進協議会」に負担金を交付する。
鳥取県内で中国語を履修する大学生等、中国に関心の高い学生を吉林省の大学
に派遣し、中国語の習得や中国文化の理解促進並びに学生交流の機会を提供す
639 る。
時期：８月頃（２週間程度）、場所：吉林省、人数：10名程度
河北省と合同で青少年による卓球チームを編成し、北京市で開催の日中国交正常
化45周年記念「日中友好都市卓球交歓大会」に派遣し、次世代を担う青少年の国際
819
交流の推進並びに人材育成や国際理解の促進を図る。
時期：８月、場所：北京市、人数：３名
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、河北省博物館からの訪問団を受け入れる。県内の小学校等で
337 河北省博物館のワークショップを開催し、今後の交流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
山陰海岸ジオパークトレイル協議会が香港ジオパークを訪問し、文化交流、ネット
ワーク構築、情報交換を行う。（時期：未定、場所：香港、人数：４名程度）
1,600
また、香港で開催されるフェア等への参加を通じて、山陰海岸ジオパークをPRや誘
客を図る。（時期：未定、場所：香港、人数：２名程度）
2016（平成28）年９月に就航を開始した米子香港便について、利用者が定着するま
での間の安定的運航を図るため、同路線の運航経費に係る支援を行うとともに、香
83,910 港・マカオ地域等との教育、スポーツ等の交流、往来の創出につながる取組を支援
するほか、航空会社と連携した利用促進キャンペーンや二次交通対策等を併せて実
施し、その後の増便へつなげていく。
－

APGN(アジア太平洋ジオパークネットワーク）の日本での会議に併せて、中国と日本
のジオパーク代表団が糸魚川、山陰海岸（鳥取）、隠岐ジオパークを巡りながら意見
交換を行う。
時期：４月12日～19日、場所：新潟県・鳥取県・島根県、人数：20名程度

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、以下の青少年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。）
2,500 （１）沿海地方囲碁交流団の受入
（２）鳥取県青少年環境交流団の派遣
（３）沿海地方青少年柔道交流団の受入
（４）ロシア極東地域日本語履修者交流団の受入
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
510 を更に発展させるため、国際交流員が講師となり、県民向けのロシア講座（ロシアの
歴史・習慣・文化・教育・語学・料理・手芸体験等）を実施する。

対象地域

事業名

担当課

博物館交流事業（アルセーニエ
ロシア・沿
フ名称沿海地方国立博物館と
海地方
の交流事業）

教育委員会
博物館

ロシア・ハ ロシア極東地域交流推進事業
バロフスク
（交流地域での鳥取県PR）
地方

交流推進課

ロシアからの訪日観光客拡大
事業

観光戦略課

ロシア

予算額
（千円）

主な事業内容

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、アルセーニエフ名称沿海地
337 方国立博物館からの訪問団を受け入れる。県内の小学校等でアルセーニエフ名称
沿海地方国立博物館のワークショップを開催し、今後の交流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
ロシア極東地域における当県の認知度を高め、ロシア・ハバロフスク地方との友好
交流関係を更に発展させるため、ハバロフスク地方で「鳥取県文化デイズ（伝統芸能
1,500 公演・展示会・ワークショップ等）」を開催する。（※本県とハバロフスク地方は、2010
（平成22）年に「友好交流に関する共同声明」を締結。）
時期：９～10月、場所：ハバロフスク地方、人数：３～５名
当県へのロシア人観光客の更なる増加を促進するため、誘客対象をロシア全土に
4,950 拡大するとともに、交流地域である沿海地方からの定期便を利用した誘客を拡大さ
せる。
2016（平成28）年12月の日露首脳会談で、両国が協力して進めていくことが確認さ
れた「８分野の協力プラン」に基づき、今後、両国間の貿易投資規模が拡大すること
が期待されることから、政府の動きに連動し、新たに鳥取県版「中堅・中小企業分野
における協力プラットフォーム」を設置し、これまでロシア交流の先行者として築いて
きたネットワーク等を活用しながら、県内企業の新規ビジネス創出の支援強化及び環
日本海定期フェリーを活用したロシア関連の拠点化を進めていく。
当県とモンゴル中央県が、1997（平成９）年に「友好交流に関する覚書」を締結して
20年を迎えることから、両県で記念事業を開催する。
時期：【受入】４月／【派遣】７月、場所：鳥取県／中央県
当県の友好交流地域である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を実施する。
時期：９月、場所：中央県、人数：２名程度
当県の友好交流地域である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：10月～12月、場所：鳥取県、人数：１名
当県の友好交流地域である中央県との協力関係を発展させるため、当県から農業
専門家を中央県に派遣し、農業指導講習会の開催等を通じて生産技術の向上、当
県の知名度向上を図る。
時期：８月、場所：中央県、人数：１名
当県の友好交流地域である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：未定、場所、鳥取県、人数：３名
当県の友好交流地域である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金を給
付する。

通商物流課

21,284

モンゴル・ 鳥取県モンゴル中央県友好交
中央県
流20周年記念事業

交流推進課

6,071

モンゴル・ モンゴル交流推進事業（医療専
中央県
門家派遣事業）

交流推進課

1,136

モンゴル・ モンゴル交流推進事業（農業研
中央県
修生受入）

交流推進課

382

モンゴル・ モンゴル交流推進事業（農業専
中央県
門家派遣）

交流推進課

400

モンゴル・ モンゴル交流推進事業（行政研
中央県
修生受入）

交流推進課

460

モンゴル・ モンゴル交流推進事業（留学生
中央県
支援鳥取県奨学金）

交流推進課

1,940

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

交流推進課

当県の友好交流地域であるウエストモアランド県へ当県職員を派遣し、ウエストモ
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
1,638
調整業務を行う。（※当県とウエストモアランド県は、2016（平成28）年に「姉妹提携
に関する協力覚書」を締結。）

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

交流推進課

4,881

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

交流推進課

当県の友好交流地域であるウエストモアランド県へ県内の青少年を派遣し、英語学
8,005 習を受けるとともに、国際性豊かな青少年の育成を図る。
時期：10月頃、場所：ウエストモアランド県、人数：15名

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

交流推進課

一般財団法人自治体国際化協会の助成金を活用し、当県の友好交流地域である
ウエストモアランド県との間で技術者の相互派遣を行い、ウエストモアランド県に対す
5,145 る技術支援を行う。
【派遣】時期：未定、場所：ウエストモアランド県、人数：４名
【受入】時期：未定、場所：鳥取県、人数：４名

ジャマイ ジャマイカ・ウェストモアランド県
カ・ウエス 交流推進事業（ウェストモアラン
トモアラン
ド県PR事業）
ド県

交流推進課

当県の友好交流地域であるウエストモアランド県に対する県民の理解を促進するた
1,000 め、図書館等にウエストモアランド県のPRコーナーを設置する等広くPRを実施し、両
県の更なる交流発展を図る。

ジャマイカ

東京オリ・パラターゲット競技事
業（ホストタウン推進事業）

スポーツ課

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
クール団受入事業）

交流推進課

ロシア

ロシアビジネス拠点化構築事業

当県で開催される「鳥取マラソン」、ウエ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。
【派遣】時期：12月頃、場所：ウエストモアランド県、人数：５名
【受入】時期：2018年３月、場所：鳥取県鳥取市、人数：３名

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」に向け、ジャマイカのホストタウ
11,660 ンとして、ジャマイカ陸上競技連盟との陸上交流やジャマイカへの理解を深めるイベ
ント開催、平昌五輪に出場するジャマイカチームとの交流事業を実施する。
当県と台中市との交流を促進するため、台中市の大学生を受け入れ、職場体験、
県内視察、研修会等を実施する。また、交流ネットワーク形成のため、修了生を対象
996 とした帰国後の意見交換会及び当県が台湾で実施する各種イベントへの協力要請を
行う。
日程：７月～８月頃、場所：鳥取県、人数：30名程度
当県と台中市との交流を促進するため、台中市からサマースクール団を受け入れ、
306 学校交流、体験活動、ホームステイなどを実施する。
日程：７月～８月頃、場所：鳥取県、人数：20名程度

対象地域

事業名

担当課

予算額
（千円）

主な事業内容
当県と台中市との交流を促進するため、台中市で開催されるお祭りへ文化芸能団
を派遣し、公演披露や交流活動を行う。
日程：２月頃（３泊４日）、場所、台中市、人数：12名程度
台中市政府が開催する温泉イベントに当県から代表団を派遣し、2016（平成28）年
に台中市観光温泉協会と相互誘客等を内容とする協定を締結した三朝温泉旅館協
同組合と共に当県のPR事業を実施する。
日程：８月頃（３泊４日）、場所、台中市、人数：16名程度
当県とブラジル鳥取県人会との今後の交流継続・発展並びに更なる民間交流の促
進を図るため、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
当県とブラジル鳥取県人会との今後の交流継続・発展並びに更なる民間交流の促
進を図るため、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

台湾・台
中市

台湾交流推進事業（台中市へ
の芸能団派遣事業）

交流推進課

1,490

台湾・台
中市

台湾交流推進事業（台中市温
泉イベントへの参加）

交流推進課

900

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

5,056

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

4,031

ブラジル

ブラジル交流促進事業（中堅
リーダー交流事業）

交流推進課

当県とブラジル鳥取県人会との今後の交流継続・発展並びに更なる民間交流の促
進を図るため、ブラジルに中堅リーダーを約２週間派遣し、ブラジル鳥取県人会や当
1,344 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：11月頃（14日間）、場所：ブラジル、人数：２名

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

当県とブラジル鳥取県人会との今後の交流継続・発展並びに更なる民間交流の促
進を図るため、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
3,208 （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

米国・
鳥取県国際交流財団助成事業
バーモント 「米国バーモント州との青少年
州
交流」

交流推進課

8,369

グローバルリーダーズキャンパ
ス

教育委員会
高等学校課

ブラジル

米国

鳥取県障がい者アート推進事
フランス・
業（障がい者と健常者が共につ
ナント市
くる芸術）

障がい福祉課

ギリシャ・ 山陰海岸ユネスコ世界ジオ
キティラ島 パーク創生事業

山陰海岸
ジオパーク海と
大地の自然館

オーストリ 林業創生オーストリア技術導入
ア
推進事業

林政企画課

タイ・バン 鳥取県東南アジアビューロー設
コク都
置運営事業

通商物流課

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。

世界トップクラスの大学（米国スタンフォード大学）と連携し、鳥取県内の高校生向
けに遠隔講座を開設する。高校生が幅広い国際感覚を身につけ、世界を視野に入れ
10,516 て活躍できる高い意欲と志を持った人材の育成を図る。
時期：３年間（受講は１年単位）、人数：25～30人程度
フランス・ナント市で開催される障がい者の文化芸術国際交流事業において上演す
14,900 る、障がい者と健常者が共につくる劇団・じゆう劇場を支援する。
時期：10月下旬、場所：フランス・ナント市
2016（平成28）年10月、山陰海岸ジオパークトレイル協議会とキティラ・ハイキング・
プロジェクト（ギリシャ・キティラ島）が「友好協定」を締結したことを契機に、ギリシャ・
1,200 キティラ島を訪問し、ハイキング体験を通じた交流を行うとともに、ハイキング・トレイ
ルコースに山陰海岸ジオパークトレイルの案内標識を設置するなどPR活動を行う。
時期：６月下旬 人数：５名
鳥取県内で林業に従事する若手を将来の地域リーダーに育成するため、オーストリ
ア林業研修へ派遣し、現地調査や講座受講を行う。（時期：９月頃、場所：オーストリ
10,560 ア・ケルンテン州、人数５名（女性２名、男性３名））
また、低コスト小面積皆伐の技術力を高めるため、オーストリアから当県に講師を
招き、研修会と林業講演会を開催する。（時期：10月頃、場所：鳥取県東部・中部）
当県及び県内団体・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
9,997 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。

