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１

県の平成28(2016)年度国際交流関係事業一覧

【総括表】
区

分

件数

事業費（千円）

Ⅰ．国際化を進める人づくり

9

197,472

Ⅱ．民間団体の支援

1

105

11

1,516,399

4

26,530

15

59,974

Ⅵ．国際協力の推進

5

42,823

Ⅶ．経済交流の促進

10

244,834

Ⅷ．国際観光、コンベンションの促進

4

122,855

Ⅸ．国際活動の環境整備

1

47,100

60

2,258,092

Ⅲ．交流インフラ整備
Ⅳ．内外のネットワークづくり
Ⅴ．交流の充実と拡大

合

計

Ⅰ．国際化を進める人づくり
事業名

〔事業費
担当課

197,472 千円〕

事業費

事業目的・事業内容

（千円）

1 外国青年招致事業

国際課

35,591 ＪＥＴプログラムに基づき、県の国際交流事業への助言等を行う国際交流員
を招致する。
人数：6人(米国1人、韓国1人、ロシア1人、中国1人、ベトナム1人、モンゴル
1人)

2 国際大学英語集中プログラム

人事課

1,528 職員を国際大学で行われる英語集中研修に派遣し、実践的英語コミュニケー
ション能力の養成と国際交流事業における問題解決能力の向上を図る。
派遣：1人、期間：８週間

病院局総務課

2,100 海外の先進医療提供現場の分析と病院経営上のノウハウの習得のため、医師
を派遣する。

4 中堅医療技術職員海外派遣研修 病院局総務課

665 先端の医療技術及び病院経営の研修のため、中堅医療技術職員を派遣する。

5 小学校外国語活動・中学校英語
担当教員研修集会

694 新学習指導要領全面実施を踏まえ、小学校外国語活動と中学校外国語科の円
滑な接続のための講義や協議を行う。

3 医師海外派遣研修

義務教育課

6 外国語教育推進費（高校）

高等学校
教育課

146,277 外国語指導助手（27人）を配置し、高校等における語学能力の向上及び国際
理解教育の推進を図る。

7 英語力向上推進費

高等学校
教育課

604 イングリッシュセミナー、スピーチコンテストを実施し、実践的コミュニ
ケーション能力と、国際理解・国際協調の精神を身に付けた、国際社会で活
躍できる人材を育成する。
イングリッシュセミナー：県内1会場約100人
スピーチコンテスト：予選県内2会場、本選

8 新潟県魅力ある私立高校づくり
支援事業（在校生の海外留学支
援）

大学・私学
振興課

9 青年海外派遣費

児童家庭課

10,000 私立高校の教育機能の充実を支援することにより、各私立高校の魅力を向上
させるとともに、生徒の能力を伸ばす教育が図られることを目的とする。
全国高校生留学・交流団体連絡協議会第0種会員団体が行う高校生交換留学プ
ログラムを利用して留学する場合における、当該プログラム参加費相当額の
負担。
13 内閣府青年国際交流事業に新潟県の青年を参加させることにより国際的視野
を持った青年リーダーを養成し、地域活動の促進を図る。
内閣府青年国際交流事業に新潟県からの参加青年を派遣するための募集・選
考を行う。
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Ⅱ. 民間団体の支援
事業名
1 国際交流団体負担金

担当課
国際企画課

Ⅲ. 交流インフラ整備
事業名

105 千円〕

〔事業費
事業費

事業目的・事業内容

（千円）

105 北方領土返還要求運動新潟県民会議に対する負担金

1,516,399 千円〕

〔事業費
担当課

事業費

事業目的・事業内容

（千円）

1 ポートセールス推進事業

港湾振興課

9,069 新潟港・直江津港をより利便性の高い港とするため、新規航路の開設や既存
航路の拡充により航路の充実を図ると共に、新たな県内港利用荷主の開拓な
どに向けた営業活動を行う。

2 県内港コンテナ貨物利用拡大支
援事業

港湾振興課

179,090 航路の開設・拡充や県内港を利用した輸出入貨物の増大を図るため、船社や
荷主等に対して各種の支援を行う。

3 日本海横断航路支援事業

港湾振興課

651,094 日本海横断航路の安定的な運航体制の構築と航路の活性化を図る。

4 旅客船誘致推進事業

港湾振興課

2,300 地域振興や経済活性化に資するクルーズ船の県内港への誘致に向け、受入体
制の整備や船社等へのPR活動を行う。

5 直轄空港整備事業負担金

空港課

6 新潟空港路線利便性向上事業

空港課

28,247 新規航路の開設や既存路線の増便等に向けたエアポートセールスや航空会社
への支援により、新潟空港の利便性向上を図る。

7 新潟空港からの海外旅立ち推進
事業

空港課

12,443 新潟空港の利用拡大と県民出国率の増加を図るため、新潟空港発着の海外研
修・修学旅行を行う学生等に対し、パスポート取得助成を行う。

8 国際線バブ空港接続利便性維持
事業

空港課

2,527 新潟空港発着の定期国際線の乗継利用について利便性向上を図る。

9 ハルビン線を活用した交流拡大
事業

空港課

14,931 ハルビン線の路線維持を目的とした、利用拡大に向けた取組を行う。

10 国際線利用促進事業

空港課

35,600 新潟空港発着国際線の利用促進を図るため、新潟空港を利用した海外での研
修・交流旅行等を支援する。

11 新潟空港利用促進事業

空港課

16,996 県内外の遠隔地利用者の取り込みによる利用圏域の拡大や既存路線の利用促
進を図るとともに、外国人入国に際しての審査体制の円滑化を支援する。

Ⅳ. 内外のネットワークづくり
事業名

担当課

564,102 国が進めている新潟空港整備事業に対する負担金。

26,530 千円〕

〔事業費
事業費

事業目的・事業内容

（千円）

1 自治体国際化協会負担金

国際課

16,000 (財)自治体国際化協会への国際交流推進拠点整備のための負担金。

2 新潟県北京駐在員設置費

国際課

4,063 定期航空路拡充、インバウンド観光客誘致など本県の対中国交流全般の推進
のため、新潟市が平成19年4月に北京市に開設した「新潟市北京事務所」に中
国人１名を新潟県北京駐在員として設置する。

3 嘱託員雇用等事業費

国際課

6,224 国際交流の促進と国際交流の窓口業務の円滑な推進を図るため、語学に堪能
な嘱託員（英語１人、中国語１人）を雇用する。

4 国際交流儀礼費

国際課

243 国際交流の拡大に伴い増加している外国人（若しくは団体）来庁者に対応す
るため、本県のオリジナル記念品等を準備する。
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Ⅴ. 交流の充実と拡大
〔北東アジア地域との交流拡大〕
事業名

担当課

〔事業費

59,974 千円〕

（事業費

29,249 千円）

事業費

事業目的・事業内容

（千円）

1 黒龍江省への職員派遣

国際課

2,274 県省間での人事交流を推進し、今後の経済分野を含めた幅広い交流の拡大を
図る。
期間：平成27年8月～平成29年7月（黒龍江省に県職員1名派遣）
平成29年8月～平成31年7月（黒龍江省に県職員1名派遣）

2 県省定期会議開催費

国際課

1,232 H20年7月締結覚書のフォローアップ等について、黒龍江省政府と事務レベル
での打合せを行い、併せて各民間団体を含めた交流分野の拡大を図る。

3 ロシア極東友好交流推進事業

国際課

693 アクションプログラムの推進及び拡充のため、ハバロフスク地方及び沿海地
方との協議を行う。

4 ロシア交流拡大人材確保事業

国際課

10,011 本県とロシア極東との経済交流拡大を図る。国際ビジネス推進担当参与、ロ
シア交流推進担当参与を登用する。

県民スポーツ
課

1,751 国際化の進展に即応し、国際性豊かな人づくりと県省間の交流を一層深める
ため、スポーツの交流を通じて、相互理解と友好親善を図ることを目的とす
る。
親善スポーツ団の受入
・受入選手団 9人
・期間 5泊6日
・交流内容 合同練習、親善試合、交歓会

6 ビジネスアドバイザー設置事業

国際課

8,000 北東アジア各国の経済事情に精通した人物をビジネスアドバイザーに登用す
る。

7 輸出入促進人材確保事業

国際課

4,988 北東アジア交流圏における表玄関化を推進するため、ＪＥＴＲＯ人材を活用
し、輸出入促進担当参与を登用する。

8 日本語教師派遣支援事業

国際課

300 日本語教師として働きたいという意欲のある個人（日本語教師を派遣したい
と考える団体を含む）と日本語教師のニーズを持つ黒龍江省教育機関のマッ
チングを行い、本県から黒龍江省への日本語教師の円滑な派遣を図る。

5 黒龍江省スポ－ツ交流費

〔文化・スポーツ・学術・議会同士の交流〕（事業費
事業名
1 総合国際交流プロジェクト調査
費

担当課
国際課

2 国際ユースサッカーin新潟開催 県民スポーツ
負担金
課

30,725 千円）

事業費

事業目的・事業内容

（千円）

2,584 国際情勢の変化に機動的に対応しながら、新しい国際交流施策の展開・育成
を図るため、必要な調査・協議を行う。
12,000 １ 開催趣旨
国内外のユース代表チームと本県ユースチームの交流試合を実施することに
より、スポーツ交流を通じた交流や本県サッカーの技術力向上を図る。
２ 主催
日本サッカー協会、北信越サッカー協会、新潟県サッカー協会、国際ユース
サッカーIN新潟実行委員会
３ 共催
新潟県、新潟市、新発田市、聖籠町、新潟日報社、アルビレックス新潟、新
潟県教委、新潟市教委、新発田市教委、聖籠町教委
４ 期日
平成28年7月16日（土）～7月18日（月・祝）
５ 会場他
新潟市、新発田市、聖籠町

3 環日本海図書館交流費

生涯学習
推進課

81 北陸地区県立図書館長会で実施する環日本海地域の図書館間の相互協力によ
る図書館サービス推進と、対岸諸国（韓国）との資料交換に係る負担金、交
換資料費

4 図書館国際化推進費

生涯学習
推進課

40 県立図書館と韓国ソウル特別市立南山図書館との間で国際的展望に立った図
書館サービスの推進を図る。（図書の交換・展示）

5 国際会議参加・海外世界遺産視
察

文化行政課

2,677 ユネスコ世界遺産委員会に参加し、世界遺産既登録資産の保存管理状況の報
告、新規登録案件の審議・決議状況等の把握及び情報収集をする。また国際
産業遺産保存委員会国際会議に参加し、佐渡金銀山近代化施設の産業遺産と
しての保存、活用について発表を行い、情報発信する。

6 佐渡金銀山の世界遺産登録に向
けた国際専門家会議と現地視察

文化行政課

3,319 ユネスコへ提出する正式推薦書の完成に向け、海外専門家から現地視察に基
づき指導・助言を受けるとともに、国内学識経験者を交えた酷使亜専門家会
議で意見交換を行い、推薦書案のブラッシュ・アップを図る。

7 県議会友好交流事業

議会事務局
総務課

10,024 国際交流の一環として、中国黒龍江省の人民代表大会常務委員会の代表団を
受け入れ、友好親善を図る。また、その時々の課題に対応できる経済交流等
の具体的な調査・視察を目的に、中国に県議会代表団を派遣する。
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Ⅵ. 国際協力の推進
事業名

42,823 千円〕

〔事業費
担当課

事業費

事業目的・事業内容

（千円）

1 中国留学生・研修生受入事業

国際課

9,195 黒龍江省から留学生・研修生を受け入れ、日中間の相互理解と友好親善関係
を促進する。
留学生：２人
期間：1年間
研修生：２人
期間：1年間

2 県費留学生・研修生受入事業

国際課

13,196 海外在住県出身者子弟並びに友好関係にある国から留学生を受け入れ、友好
関係の増進を図る。
受入：５人（ブラジル1、韓国1、ロシア1、モンゴル1、ベトナム１）期間：1
年間

3 地球環境保全事業補助金

環境対策課

15,747 国際環境協力の推進に資するため、東アジア酸性雨モニタリングネットワー
クセンター（アジア大気汚染研究センター）の活動基盤支援や国際会議の開
催支援を行う。

4 アセアン農業研修生受入事業補
助金

経営普及課

3,296 海外農業担い手づくりへの技術協力と相互理解を促進するとともに、県内農
業者等の国際感覚を醸成する。
事業主体：（一社）新潟県国際農業交流協会
研修生：インドネシア ６人 期間：８ヶ月

5 黒龍江省農業研修生受入事業

経営普及課

1,389 新潟県と黒龍江省との農業技術交流の一環として、黒龍江省の農業研修生の
技術習得を支援する。
研修生：１人 期間：2ヶ月

Ⅶ. 経済交流の促進
事業名

244,834 千円〕

〔事業費
担当課

事業費

事業目的・事業内容

（千円）

1 環日本海経済研究所運営費補助
金

国際課

145,164 北東アジア地域における本県の拠点性を高めるため、北東アジア経済圏の形
成・発展に寄与する調査研究機関として設立された環日本海経済研究所に対
して助成し、円滑な事業の推進を図る。

2 北東アジア経済会議費

国際課

10,000 北東アジア地域での経済交流を促進し、同地域での本県の拠点化を高めるた
め、専門家による国際専門家会議を開催する。

3 新潟県ソウル事務所費

国際課

24,125 本県と韓国との物流・経済交流等を促進するため、新潟県ソウル事務所の活
動を推進する。
【事業主体：（公財）にいがた産業創造機構】

4 新潟県大連経済事務所費

国際課

22,244 本県と中国との物流・経済交流等を促進するため、新潟県大連経済事務所の
活動を推進する。
【事業主体：（公財）にいがた産業創造機構】

5 ジェトロ新潟貿易情報センター
負担金

国際課

7,177 海外経済情報の収集及び提供、貿易相談等を行うジェトロ新潟貿易情報セン
ターの運営に対する地方庁負担金。

6 東南アジアビジネス等推進事業

国際課

9,000 東南アジア等へのビジネスチャンス創出に向けた取組を展開する。
・ミッションの受入、アジア商談会開催
・県産品ＰＲコーナーの運営や販路拡大支援

7 北米市場県産品販路開拓支援事
業

国際課

8 農業青年等国際交流推進事業
（新潟・ブラジル農業青年交流
事業）

経営普及課

9 県産農産物輸出促進対策事業

食品・流通課

10 新潟県輸出入状況・海外進出状
況調査

産業政策課

11,500 アメリカでの新潟清酒の販路開拓を進めるため、ニューヨークにPRコーナー
の設置等を行う。

960 将来の農業を担う青年をブラジル連邦共和国に派遣し、日系大規模農家での
農業実習等を通して国際的視野と企業的経営感覚を養い、地域農業発展の推
進力となる農業青年の育成を図る。（28年度は、３名の派遣を予定）
13,800 県産農産物の販路拡大のため、新潟米の業務需要拡大を中心に、「新潟の
食」の発信による新潟米の販路開拓を推進するとともに、民間事業者が行う
モデル的な取組への支援を実施する。
864 県内企業の輸出入状況・海外進出状況を把握し、国際経済交流施策に役立て
るとともに、調査結果を広く紹介することで、県内企業の国際展開の一助と
する。
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Ⅷ. 国際観光、コンベンションの促進 〔事業費
事業名

担当課

122,855 千円〕

事業費

事業目的・事業内容

（千円）

1 新潟コンベンションセンター誘
致広報事業

交流企画課

1,450 新潟コンベンションセンターへコンベンションを誘致するための広報を行
う。

2 ウェルカムにいがた観光戦略事
業

観光振興課

39,877 外国人観光客の誘致促進のため、戦略的なプロモーション活動及び受入体制
の整備を行う。

3 外客誘致重点キャンペーン事業

観光振興課

49,378 台湾、中国、韓国等における本県の観光地としての知名度を向上するため、
メディアを活用した集中的なＰＲを展開する。

4 「世界に誇る絹と金のみち」周
遊ルート誘客促進事業

観光振興課

32,150 外国人観光客の誘致促進のため、他県と連携した広域周遊ルートの形成や商
品造成等を促進する。

Ⅸ. 国際活動の環境整備
事業名
1 (公財)新潟県国際交流協会活動
促進費

47,100 千円〕

〔事業費
担当課
国際課

事業費

事業目的・事業内容

（千円）

47,100 幅広い県民参加による国際交流を目指して設立された同協会の活動を支援
し、本県の国際化推進を図る。
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