
(単位：千円)

事　業　名 関係局部 事　業　内　容
予算額

（うち県費）

19,000
(19,000)

県立広島大学における学術交流協定による相互交流促進

・四川大学　　・四川農業大学

・キングモンクット工科大学トンブリ校

・ノルトライン＝ヴェストファーレン州カトリック大学

・ソウル市立大学校　　・西安交通大学

・ミドルセックス大学　　・ハワイ大学ヒロ校

・アンダラス大学　　・シェフィールド大学　　・カセサート大学

・西南交通大学　　・東フィンランド大学　・コンケーン大学

・上海対外経貿大学（旧：上海対外貿易学院）・世新大学

・ハワイ大学マノア校アウトリーチカレッジ　・成都大学

・ジュンブル大学　　・ランガラ大学

・インドネシア教育大学　　・アルスター大学

・ノンラム大学　・ジェッソール科学技術大学　・マレーシアイスラム科学大学

・長安大学　・キャンベラ大学

・大連民族大学　・馬偕醫学院　・州立イスラム大学マラン校

-

（配分項目）

43,452
(52,833)

18,089
(17,292)

 教育上特別の配慮を要する
 生徒への特別指導

教育委員会

帰国・外国人児童生徒の受入体制整備
・留学生・帰国生徒等への日本語指導　　15人（常勤）
・日本人学校派遣　　9人（常勤）
・日本語指導学級　　16人役（非常勤）

（定数措置）

95,422
(95,422)

5,328
(5,328)

181,291
(189,875)

17,750
(0)

0
(0)

31,919
(31,919)

25,901
(25,901)

19,000
(0)

663
(663)

95,233
(58,483)

276,524
(248,358)

 警察職員の語学研修 警察本部 中国語研修 （25名，15回）

小　　　　　計

合　　　　　計

 留学生受入・定着倍増促進事業 地域政策局
県内の大学，経済・国際交流団体，行政等で構成する「広島県留学生活躍支援センター」に対
する参画・支援を行い，留学生の受入から定着までの総合的な支援等を実施。また，留学生の
積極的な獲得のため，留学生を核とした大学グローバル化推進事業を実施。

 (一財)自治体国際化協会との連携 地域政策局 (一財)自治体国際化協会への負担金拠出等

 国際関係機関派遣 総務局
(一財)自治体国際化協会東京本部派遣　１名
国連訓練調査研究所(ユニタール)広島事務所派遣　１名

（公財）ひろしま国際センター
 支援事業

地域政策局
(公財)ひろしま国際センターの運営事務所賃借等経費に助成し，県民の国際化及び外国籍県民
との共生の進展を図る。

 外国人学校への支援 環境県民局

小　　　　　計

　２　人の集まりと定着

 外国青年招致事業 地域政策局
JETプログラムを通じて外国青年を招致し，国際交流員として配置
(英語圏，韓国，メキシコ　各1名)

学校運営事業における経常費補助
学資負担が困難な生徒を対象とした授業料等軽減補助

「学びの変革」牽引プロジェクト 教育委員会
「学びの変革」を先導的に実践する全寮制中高一貫校（広島叡智学園中・高等学校）を設置す
るとともに，そのノウハウを全県的に共有することにより，広島県全体の「学びの変革」を早
期に実現

２　広島県の国際関係事業（平成30年度）

 Ⅰ　人づくり

　１　教育

 外国青年語学指導者招致事業 教育委員会
・英語教育の充実を図るため外国青年を招致し，外国語指導助手として県立学校に配置
・高等学校におけるリスニング，スピーキングの指導充実
（ALT　43人）

 私立学校の姉妹校提携及び
 留学支援

環境県民局 姉妹校提携に要する経費や留学に係る生徒渡航費を対象とした経常費補助

 異文化間協働活動推進事業 教育委員会
全ての小・中・高等学校において異文化間協働活動が活発に行われるとともに，高校段階で毎
年1,000人以上の生徒が海外に留学するようになることを目指して必要な教育環境を整備

 ひろしまジュニア国際フォーラム
 開催事業

地域政策局
海外から高校生を招へいし，県内の高校生等と国際平和についての討議や交流等を行い，平和
のメッセージを世界に発信するとともに，国際的な相互理解を深め，次代の人材育成と国際平
和拠点性の向上を図る。

 学生交流事業 環境県民局
経費は
県立広島大学
が負担
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(単位：千円)

事　業　名 関係局部 事　業　内　容
予算額

（うち県費）

89,452
(44,726)

29,149
(14,575)

10,038
(10,038)

65,860
(32,930)

194,499
(102,269)

○重点誘客市場ごとに，旅行の手配や情報の入手方法等の特性に応じた情報発信を実施

【欧米豪】・主に個人旅行者向けに，世界最大級の口コミサイトと連携した情報発信 90,859

【アジア】・主に旅行会社手配による旅行者向けに，宿泊を伴う誘客を促進する
            ため，現地旅行会社等と連携し，広島宿泊商品の造成促進，広告宣伝.

(90,859)

【共　通】・無料Wi-Fiの利用拡大及びWi-Fiアプリを活用した情報発信
　　　　　・海外におけるデータ収集及び情報発信のため，現地旅行情報に精通した
　　　　　　人材の配置・活用

90,859
(90,859)

0
(0)

52,001
(30,401)

46,080
(46,080)

12,086
(12,086)

1,965,518
(1,965,518)

1,470
(1,470)

5,055
(5,055)

2,439
(2,439)

1,229
(1,229)

地域政策局
15,745

商工労働局
(14,745)

32,010
(32,010)

2,066
(2,066)

2,135,699
(2,113,099)

2,421,057
(2,306,227)

 接遇・渉外事務 地域政策局 本県を訪問する外国人賓客に対する接遇及び渉外知事会等

小　　　　　計

合　　　　　計

 在外県人会交流事業 地域政策局 在南米広島県人会（ブラジル・アルゼンチン・ペルー・パラグアイ）の活動を支援する。

 在外県人会後継者育成支援事業 地域政策局 在外県人会の基盤の維持・強化を図るため，県人会の次世代の担い手を育成する。

 韓国・四川省交流事業 地域政策局 広島県日中親善協会，広島県日韓親善協会への支援等

 四川省青少年交流事業 地域政策局
本県と四川省の高校生を相互に派遣し，学校訪問やホームステイ等による交流により，相互の
理解と友情を深め，将来に向けた交流人材の育成を図る。

 ブラジル移民110周年・
 メキシコ五輪委員会訪問団派遣事業

地域政策局
日本人のブラジル移住110周年を記念して開催される記念式典に訪問団を派遣するとともに，現
地県人会等を訪問し，在外ネットワークの強化を図る。また，グアナファト州を訪問し，今後
の交流促進について協議する。

友好提携関係にある本県とグアナファト州の県民の間に友好交流の機運を醸成し，さらなる交
流促進を図るため，関係機関・団体と連携・協力して，交流事業を実施する。引き続き，両県
州の次代の交流を担う青少年の相互派遣等を行い，交流の促進を図る。

 グアナファト州交流事業

小　　　　　計

　３　交流・連携基盤

 国際関係機関誘致支援事業 地域政策局 中国総領事館等の国際関係機関の誘致活動及び既存の国際関係機関の活動支援

 ポートセールス強化事業 土木建築局 国際定期航路網の拡充，集荷活動の推進

 広島港荷捌施設整備費 土木建築局 広島港における外貿貨物取扱いのための埠頭用地の整備等

 広島空港拠点性強化事業 土木建築局

①エアポートセールスの実施
②広島空港発着チャーター便の運航に対する支援
③広島空港国際線を利用した旅行商品を造成した旅行会社への助成（利用実績に応じて）
④広島空港開港25周年記念式典
⑤空港アクセス改善（白市ルートの凍結防止剤散布装置等）

 新規国際定期路線誘致事業 土木建築局
広島空港発着の国際定期路線を開設する航空会社に対し，立ち上り支援として，運航経費の一
部を助成（当初：エアソウル　補正：シルクエア―）

 環境浄化産業クラスター形成事業 商工労働局
県内環境関連企業の東南アジアや中国での事業展開を促進するため，企業間の連携や海外展示
会の出展への支援などを行う。

小　　　　　計

　２　観光

 観光地ひろしま推進事業 商工労働局

 国際経済交流推進事業 商工労働局
(公財)ひろしま産業振興機構国際ビジネス支援センター運営事業，日本貿易振興機構広島貿易
情報センターの運営助成等

 広島県ものづくりグローバル人材
 育成事業

商工労働局
○産学官が連携して，アジアをはじめとする理工学生を受入れ，ものづくり企業のノウハウを
活かしたカリキュラムによる人材育成を実施。

　１　産業イノベーション

 海外ビジネス展開支援事業 商工労働局
ビジネスチャンスがあると見込まれる地域・業種において，販路拡大・ビジネスマッチングの
支援や調査活動等を通じて，企業の海外展開を支援する。

 Ⅱ　新たな経済成長
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(単位：千円)

事　業　名 関係局部 事　業　内　容
予算額

（うち県費）

18,577
(0)

6,600
(6,600)

16,583
(13,559)

0
(0)

0
(0)

222,931
(0)

264,691
(20,159)

64,788
(788)

64,788
(788)

169,120
(167,478)

109,450
(109,450)

132,278
(92,278)

15,800
(4,377)

地域政策局

・カンボジアにおける持続可能な社会を構築するための社会科カリキュラム・教科書開発支援
　プロジェクト（ひろしま平和貢献ネットワーク協議会)
・フィリピン・ミンダナオのバンサモロ自治政府人材育成事業（広島大学）
・平和のための教育

商工労働局
・南東欧地域「中小企業振興政策(C)」
・中南米地域「中小企業振興政策(D)」
・その他「官民連携による地域観光マーケティング」

教育委員会

・JICA課題別研修「教育政策策定及び効果の分析に係る能力開発」
・カンボジア復興支援プロジェクト
・JICA研修 アフリカ地域（英語圏）INSET運営管理，アフリカ地域　教師教育（基礎教育分
野）（仏語圏）

 教員海外派遣事業 教育委員会 青年海外協力隊派遣　 1名 （定数措置）

 環境国際協力推進事業 2,128

（四川省環境保護合作事業） (2,128)

428,776
(375,711)

493,564
(376,499)

3,455,836
(2,951,243)

合　　　　　計

総　　　　　計

 独立行政法人国際協力機構
 (JICA)との連携

JICAが実施するグループ型研修の実施機関等として積極的に協力

経費はJICA負担

環境県民局 四川省との協定に基づく環境保全対策に係る研修員の受入，技術協力員の派遣等

小　　　　　計

 放射線被曝者医療国際協力
 推進事業（HICARE)

健康福祉局
広島が蓄積している原爆被爆者治療の実績と放射線障害に関する調査研究の成果を活かし，国
内外の被ばく地支援を行う放射線被曝者医療国際協力推進協議会（HICARE）の活動を支援する
とともに，国際原子力機関（IAEA）とのネットワークを確立し，一層の国際協力を推進する。

 国連訓練調査研究所（UNITAR）
 広島事務所支援事業

地域政策局
平成15年7月に開設したユニタール広島事務所の活動を支援することにより，広島が有する世界
的な知名度やノウハウを活用し，人材育成を通じた国際平和への貢献を推進する。

 国際平和拠点ひろしま構想
 推進事業

地域政策局

非政府レベルでの多国間核軍縮協議の広島開催のほか，各国の核軍縮・核不拡散の取組状況の
評価などを行う。また，「グローバル未来塾inひろしま」の実施や「2017国際平和のための世
界経済人会議」の開催，平和のための人材育成に活かすため，広島市と協力して，広島の復興
のプロセスを調査・研究・発信するなど，「国際平和拠点ひろしま構想」の推進を図る。

 美術館生涯学習活動費 環境県民局 海外芸術・文化に触れる機会として，県立美術館特別展を開催する。

小　　　　　計

　２　平和貢献

①国際人材の養成，県民の国際化支援
  日本語高等研修，海外日本語教師養成研修，海外大学日本語・日本文化体験等
②施設管理等
　広島国際協力センターの管理運営

地域政策局 広島国際協力センター事業

 国際犯罪対策の推進 警察本部
・国際犯罪組織及びそれらを支援する犯罪インフラの実態解明及び取締り強化
・国際的な捜査協力の推進
・不法滞在及び不法就労防止のための啓発活動の推進

合　　　　　計

 Ⅳ　豊かな地域づくり

　１　魅力ある地域環境

 在外被爆者支援事業 健康福祉局

在外被爆者への被爆者健康手帳の交付を進めるとともに，渡日治療の受入，健診団の派遣，現
地健康診断の実施，韓国を除く国と地域に居住する被爆者の医療費又は保険料（南米7か国の
み）の助成及び被爆者援護法に基づく医療費の支給等を行い，被爆に伴う健康上の不安を抱え
る在外被爆者に対する援護施策の充実を図る。

 国際化に対応した道路標識
 整備事業

土木建築局

 減らそう犯罪推進事業 警察本部

 外国人集住地域総合対策の推進 警察本部

安全・安心なまちづくり
・意識づくり～県民の犯罪抵抗力の向上～
・地域づくり～地域の犯罪抑止力の向上～
・環境づくり～生活環境の犯罪予防力の向上～

・外国人集住地域への犯罪組織等による浸透の防止
・定住外国人に係る現在又は将来における犯罪誘因の除去

道路の案内標識の整備
（高速道路の路線名に路線番号を併記）

 Ⅲ　安心な暮らしづくり

　１　医療介護，福祉，防災・減災，治安

 多文化共生の地域づくり支援事業 地域政策局
多文化共生連絡協議会の開催，行政情報等の多言語化，外国人相談窓口の運営，市町担当職
員・相談員等を対象とする研修の実施等
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